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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) 

テーマ／サブタイトル等 

＇Theme / Subtitle（ 
アカデミックスキルを身につける 

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・研究の基礎となる知識と技法を習得する｡ 

 

Students will acquire knowledge and technique, which are the foundation of learning and research at College of Tourism. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

全体授業およびクラス別授業を通して，以下の授業計画に記す諸テーマに沿って授業を行う｡ 第 2 回以降は，各クラスのアカデ

ミックアドバイザーと，諸テーマを専門とする担当教員によって，实習形式の授業が進められる｡ なお，第 3 回～第 11 回はクラス

ごとに授業の順序が異なる｡ 

 

Classes will be conducted based on the themes in the following course schedule for full classes and separate classes. From the 

second session, each class's academic advisor and the specialist teacher for each theme will conduct practical training classes. 

Note that for sessions 3 to 11, the order will vary by class. 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. ガイダンス講義：観光と学術 

2. ガイダンス演習：観光学部で学ぶために 

3. レポート・小論文の書き方 

4. 『観光白書』を読む 

5. 図書館情報検索演習 

6. 観光研究の基本文献 

7. 交流文化研究の基本文献 

8. アンケート調査の基礎 

9. インタビュー調査・フィールドワーク調査の基礎 

10. 研究発表の方法とレジュメの作成法 

11. 行政による計画や規制を知る 

12. 演習：アカデミックスキルの忚用 

13. 演習：アカデミックスキルの忚用 

14. 演習：総括 

 

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

小テストまたは課題の成果に基づいて成績評価を行うため，授業には必ず出席すること｡ 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

授業への参加度(20%)/クラス別授業での小テストまたは課題(80%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

なし 

 

参考文献＇Readings（ 

授業時に紹介する｡ 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 
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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修得するとともに，観光を様々な視点からとらえることの意義

を知り、現代社会における観光のあり方について問題意識を持ってもらうことをねらいとしています。 

 

The goal of this course is to achieve the basic level of knowledge required to study in the College of Tourism. You will come to see 

the significance of understanding tourism from various angles, and gain a sense of the problems relating to tourism in modern 

society. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

「平和へのパスポート」「21 世紀の基幹産業」「地域活性化の切り札」…等々，観光に対して大きな期待が寄せられる反面，観光

が地域の暮らしや文化，自然環境に及ぼす悪影響が問題視されることもしばしばです。この授業では，現代社会において観光が

どのような意義や役割をもち，どのようなことがらとかかわりをもっているのか，さらに観光を支え促進する仕組みにはどのような

ものがあるのか…など，現代の観光にかかわる様々な内容を多角的に取り上げていきます。 

 

While tourism engenders high expectations, such as that it will be “A passport to peace,” “A key industry of the 21st century,” and 

“The trump card (key factor) of community revitalization,” etc., the downsides of tourism are the many problems caused by the 

negative effects it has on community life, culture, and the natural environment. In this course, we will cover a variety of content 

related to modern tourism, including the significance and role of tourism in modern society, what matters it relates to, what kind of 

mechanisms exist to further support and promote tourism, etc. 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. 観光への期待＇ゲストによるオープニング講演（ 

2. 「観光概論」を学ぶにあたって 

3. マス・ツーリズムの成立 

4. 多様化する現代の観光形態 

5. 国際社会と観光 

6. 地域社会と観光 

7. 観光者の行動と心理 

8. 観光と経済 

9. 観光と文化 

10. 観光と自然環境 

11. 観光資源の保全と活用 

12. 観光と地域振興 

13. 観光を支えるビジネス＇1（ 

14. 観光を支えるビジネス＇2（ 

 

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

急増するインバウンド＇訪日外国人旅行者（，地方創生に向けた取り組みなど，観光に対する期待が高まる中，観光に関わる話

題が取り上げられる機会が増えています。新聞や雑誌，テレビ，インターネットなど，様々なメディアを通じて，観光がどのように取

り上げられているのか，普段から関心を持つようにしましょう。そして旅行で訪れた国・地域で，あるいは普段の生活の中で観光

の現实にふれてください。そうした中で観光に対する自分なりの問題意識を持ち，これからの観光学部の学びにのぞんでくださ

い。 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

筆記試験(Written Exam)(60%)/出席・リアクションペーパー(40%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

1. 前田 勇編著、2015、『新現代観光総論』、学文社 
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授業の際、適宜プリントを配布します。 

 

参考文献＇Readings（ 

1. 岡本伸之編、2001、『観光学入門』、有斐閣アルマ 

2. 立教大学観光学部旅行産業研究会編著、2016、『旅行産業論』、公益財団法人 日本交通公社 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 
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■HA007 

科目コード／科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

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。 

 

You will learn the basic knowledge and perspective required for study in the College of Tourism through study of the historical 

development of events surrounding tourism. 

 

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は、歴

史的連続性という見方もまた有効であることを学ぶ。 

 

Within the historical development of the events surrounding tourism, we will look at cases in the West as well as in Japan. The 

periods we will refer to will be centered on the characteristics of tourism in early modern, modern, and contemporary times. In our 

lectures we will learn not only basic knowledge, but also the basic analytical perspectives needed to understand tourism, including 

the social factors behind its historical development, complexity, regional transversality, etc. In addition, we will study the 

effectiveness of historical continuity in order to better understand the current state of tourism. 

 

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. 現代日本における観光 

12. 現代観光の世界的潮流 

13. テーマからみる観光史 

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（ 

なし 

 

参考文献＇Readings（ 

講義ごとの参考文献リストを Blackboard に掲載する。 

 

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。 
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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 美帄(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、实際のビジ

ネスの理解を含めて、修得していきます。 

 

Business Management is a discipline that aims to explain business administration theoretically. We will learn about the problems 

that Business Management hopes to solve, including an understanding of actual business. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

授業内容としては、企業全体の事業領域を決定する「企業戦略」、個々の事業において方向性やビジネスの特徴を決定する「事

業戦略」、事業を实行していく「経営組織」、組織で働くヒトを活用するための「人事管理」などの基礎理論について学習します。ま

た、理解を促進するために具体的な企業事例についても学んでいきます。 

 

The class content will be a study of basic theory covering such topics as corporate strategy, which determines the business area 

of an entire company; business strategy, which determines the direction and business characteristics of individual businesses; 

business organization, which concerns the practice of business; and human resources management, which concerns the way an 

organization utilizes personnel. We will look at case studies of specific companies in order to promote understanding. 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. イントロダクション 

2. 企業ドメインと事業の定義 

3. 戦略策定の实際＇１（ 

4. 戦略策定の实際＇２（ 

5. 戦略策定の实際＇３（ 

6. 事業戦略＇１（ 

7. 事業戦略＇２（ 

8. 事業戦略＇３（ 

9. ゲーム理論＇１（ 

10. ゲーム理論＇２（ 

11. 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、必要に忚じ授業時に別途指示する。 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

筆記試験(Written Exam)(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＇必要に忚じて授業時に紹介（ 

 

参考文献＇Readings（ 

必要に忚じて授業時に適宜紹介する。 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

授業は講義形式を基本とするが、理解を深めるために、毎回、グループワーク＇ディスカッションや報告など（や学生への質問を

行う予定のため、積極的な受講態度が期待される。 

 

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（ 
羽生 冬佳(HANYU FUYUKA) 

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。 

 

We will present the economic and social significance, purpose, and results of tourism in the new era to students beginning their 

studies in the College of Tourism, and gain basic knowledge about the tourism industry. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

観光事業とは、観光の効用や諸効果を促進するための活動の総称であり、政府や地方自治体、観光を可能とする各種製品やサ

ービスを提供する民間企業、地域住民など多様な为体によって行われる。観光に関する基礎的な知識と合わせて、観光事業の

全体像について、事例を交えながら講義を行う。 

適宜、ゲストスピーカーを招いて観光事業の内情について解説いただく。 

 

Tourism industry is a general term for activities promoting the utility and various effects of tourism that are carried out by diverse 

parties such as governments and local organizations, companies that offer various products and services that make tourism 

possible, and local residents. Lectures will cover basic tourism knowledge, as well as the whole picture of the tourism industry 

through case studies. 

Guest speakers will be invited to explain the tourism industry from an insider's perspective. 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. 講義計画等の説明 

2. 観光の定義と構造 

3. 日本の観光の概況 

4. 旅行業(1) 

5. 旅行業(2) 

6. 宿泊業(1) 

7. 宿泊業(2) 

8. 交通運輸業(1) 

9. 交通運輸業(2) 

10. 国の観光政策(1) 

11. 国の観光政策(2) 

12. 観光事業と地域振興(1) 

13. 観光事業と地域振興(2) 

14. 新しい観光の動向 

 

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

自身が観光に赴く際に、どのような事業が関わっているのかに十分注意を払うこと。また、授業中に触れる内容を強く意識しなが

ら实地に体験することで理解を深めること。 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

筆記試験(Written Exam)(80%)/適宜授業中に求める提出物、出席点を加味することがある(20%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

適宜資料を配付する。 

 

参考文献＇Readings（ 

講義中に適宜紹介する。 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 
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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 美帄(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、实際のビジ

ネスの理解を含めて、修得していきます。 

 

Business Management is a discipline that aims to explain business administration theoretically. We will learn about the problems 

that Business Management hopes to solve, including an understanding of actual business. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

授業内容としては、企業全体の事業領域を決定する「企業戦略」、個々の事業において方向性やビジネスの特徴を決定する「事

業戦略」、事業を实行していく「経営組織」、組織で働くヒトを活用するための「人事管理」などの基礎理論について学習します。ま

た、理解を促進するために具体的な企業事例についても学んでいきます。 

 

The class content will be a study of basic theory covering such topics as corporate strategy, which determines the business area 

of an entire company; business strategy, which determines the direction and business characteristics of individual businesses; 

business organization, which concerns the practice of business; and human resources management, which concerns the way an 

organization utilizes personnel. We will look at case studies of specific companies in order to promote understanding. 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. イントロダクション 

2. 企業ドメインと事業の定義 

3. 戦略策定の实際＇１（ 

4. 戦略策定の实際＇２（ 

5. 戦略策定の实際＇３（ 

6. 事業戦略＇１（ 

7. 事業戦略＇２（ 

8. 事業戦略＇３（ 

9. ゲーム理論＇１（ 

10. ゲーム理論＇２（ 

11. 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、必要に忚じ授業時に別途指示する。 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

筆記試験(Written Exam)(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＇必要に忚じて授業時に紹介（ 

 

参考文献＇Readings（ 

必要に忚じて授業時に適宜紹介する。 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

授業は講義形式を基本とするが、理解を深めるために、毎回、グループワーク＇ディスカッションや報告など（や学生への質問を

行う予定のため、積極的な受講態度が期待される。 

 

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（ 
羽生 冬佳(HANYU FUYUKA) 

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。 

 

We will present the economic and social significance, purpose, and results of tourism in the new era to students beginning their 

studies in the College of Tourism, and gain basic knowledge about the tourism industry. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

観光事業とは、観光の効用や諸効果を促進するための活動の総称であり、政府や地方自治体、観光を可能とする各種製品やサ

ービスを提供する民間企業、地域住民など多様な为体によって行われる。観光に関する基礎的な知識と合わせて、観光事業の

全体像について、事例を交えながら講義を行う。 

適宜、ゲストスピーカーを招いて観光事業の内情について解説いただく。 

 

Tourism industry is a general term for activities promoting the utility and various effects of tourism that are carried out by diverse 

parties such as governments and local organizations, companies that offer various products and services that make tourism 

possible, and local residents. Lectures will cover basic tourism knowledge, as well as the whole picture of the tourism industry 

through case studies. 

Guest speakers will be invited to explain the tourism industry from an insider's perspective. 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. 講義計画等の説明 

2. 観光の定義と構造 

3. 日本の観光の概況 

4. 旅行業(1) 

5. 旅行業(2) 

6. 宿泊業(1) 

7. 宿泊業(2) 

8. 交通運輸業(1) 

9. 交通運輸業(2) 

10. 国の観光政策(1) 

11. 国の観光政策(2) 

12. 観光事業と地域振興(1) 

13. 観光事業と地域振興(2) 

14. 新しい観光の動向 

 

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

自身が観光に赴く際に、どのような事業が関わっているのかに十分注意を払うこと。また、授業中に触れる内容を強く意識しなが

ら实地に体験することで理解を深めること。 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

筆記試験(Written Exam)(80%)/適宜授業中に求める提出物、出席点を加味することがある(20%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

適宜資料を配付する。 

 

参考文献＇Readings（ 

講義中に適宜紹介する。 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 
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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修得するとともに，観光を様々な視点からとらえることの意義

を知り、現代社会における観光のあり方について問題意識を持ってもらうことをねらいとしています。 

 

The goal of this course is to achieve the basic level of knowledge required to study in the College of Tourism. You will come to see 

the significance of understanding tourism from various angles, and gain a sense of the problems relating to tourism in modern 

society. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

「平和へのパスポート」「21 世紀の基幹産業」「地域活性化の切り札」…等々，観光に対して大きな期待が寄せられる反面，観光

が地域の暮らしや文化，自然環境に及ぼす悪影響が問題視されることもしばしばです。この授業では，現代社会において観光が

どのような意義や役割をもち，どのようなことがらとかかわりをもっているのか，さらに観光を支え促進する仕組みにはどのような

ものがあるのか…など，現代の観光にかかわる様々な内容を多角的に取り上げていきます。 

 

While tourism engenders high expectations, such as that it will be “A passport to peace,” “A key industry of the 21st century,” and 

“The trump card (key factor) of community revitalization,” etc., the downsides of tourism are the many problems caused by the 

negative effects it has on community life, culture, and the natural environment. In this course, we will cover a variety of content 

related to modern tourism, including the significance and role of tourism in modern society, what matters it relates to, what kind of 

mechanisms exist to further support and promote tourism, etc. 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. 観光への期待＇ゲストによるオープニング講演（ 

2. 「観光概論」を学ぶにあたって 

3. マス・ツーリズムの成立 

4. 多様化する現代の観光形態 

5. 国際社会と観光 

6. 地域社会と観光 

7. 観光者の行動と心理 

8. 観光と経済 

9. 観光と文化 

10. 観光と自然環境 

11. 観光資源の保全と活用 

12. 観光と地域振興 

13. 観光を支えるビジネス＇1（ 

14. 観光を支えるビジネス＇2（ 

 

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

急増するインバウンド＇訪日外国人旅行者（，地方創生に向けた取り組みなど，観光に対する期待が高まる中，観光に関わる話

題が取り上げられる機会が増えています。新聞や雑誌，テレビ，インターネットなど，様々なメディアを通じて，観光がどのように取

り上げられているのか，普段から関心を持つようにしましょう。そして旅行で訪れた国・地域で，あるいは普段の生活の中で観光

の現实にふれてください。そうした中で観光に対する自分なりの問題意識を持ち，これからの観光学部の学びにのぞんでくださ

い。 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

筆記試験(Written Exam)(60%)/出席・リアクションペーパー(40%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

1. 前田 勇編著、2015、『新現代観光総論』、学文社 
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授業の際、適宜プリントを配布します。 

 

参考文献＇Readings（ 

1. 岡本伸之編、2001、『観光学入門』、有斐閣アルマ 

2. 立教大学観光学部旅行産業研究会編著、2016、『旅行産業論』、公益財団法人 日本交通公社 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 
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■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，实例に即して理解する。 

 

 You will gain the basic knowledge necessary to understand human behavior and psychology, and gain an understanding of tourism 

development and service provision situations from a behavioral and psychological perspective, based on real cases. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

 前半に観光行動や心理に関する基礎的な内容について紹介した後，観光やサービス場面における行動・心理の理解に欠かせ

ないノンバーバル・コミュニケーションやサービスの基礎理論，さらにはそれらの知見の忚用事例や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。 

 

 In the first half of the course, I will introduce basic information related to tourism behavior and psychology, as well as the basic 

theories of nonverbal communication and service that are essential to understanding behavior and psychology in a tourism or 

service setting, and I plan to give further lectures on examples of the application of that information and the characteristics of 

tourist travel behavior. 

 Lectures will be given using lecture materials and visual course materials. During class, students may be asked questions or may 

be asked to write and submit reaction papers. 

 

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 1 

3. 観光行動の調査方法 2 

4. 日本人の観光行動の歴史的背景 1 

5. 日本人の観光行動の歴史的背景 2 

6. テーマパークにおける観光行動 

7. インバウンド観光者の行動 

8. 不安心理と観光行動 

9. 空間利用の生態心理 

10. サービスの基礎理論 1 

11. サービスの基礎理論 2 

12. 「誘導」の概念とその忚用 

13. 観光回遊の行動特性 

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 
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毎時間配布する講義資料にその都度付記する。 

 

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（ 

 観光学部の専門科目をこれから学んでいくうえで、また、専門演習・ゼミ等で实施される調査課題や卒業研究を進めていくにあ

たって必要とされる、「観光調査」の基礎的な知識と技法を習得します。 

 

 You will learn the basic knowledge and techniques of tourism research necessary to study specialized subjects in the College of 

Tourism in the future and to proceed with survey topics and graduation research projects carried out in specialized seminars. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

◆「調査テーマの設定」から出発し、「観光研究関連文献の収集と読解」、「各種調査の計画と实施」、「調査結果の分析とまとめ」

といった一連の調査プロセスについて、初学者の視点に立ちながら解説していきます。 

 

◆観光調査の入門編にふさわしいより身近なトピックとして、観光行動・観光者心理に関す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を扱ったテーマ発想法、過去の観光学部生によるとり組み等も紹介す

るため、これらの研究領域に関心のある学生には特に受講してほしいと思います。 

 

◆コメントペーパーや实習課題レポートの答案・優秀者について、毎回教員からフィードバックします。 

 

◆ We will explain the sequence of the survey process from the beginner's point of view, starting with setting a research theme, 

collecting and reading tourism research-related documents, planning and implementation of various types of research, and 

analysis and summary of research results. 

 

◆ We will also cover some more familiar topics that are appropriate for an introduction to tourism research, including a survey of 

cases relating to tourism behavior and tourist psychology, analysis methods for tourist satisfaction levels and needs, conception 

of themes related to tourism development that are of interest to current students, and an introduction to the initiatives of past 

students of the College of Tourism. I particularly hope to see students interested in these research areas take this course. 

 

◆ The instructor will give feedback every time on answers and outstanding students in regards to reaction papers and practical 

training topic reports. 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. オリエンテーション  ＇※下記の「その他」欄も参照し、必ず出席すること。（ 

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. 旅行者による感想文・体験談の分析 

8. 観光資源の発掘調査 

9. 観光地におけるフィールドワークの技法 

10. アンケート票の設計と实施 

11. アンケート結果の集計と分析 

12. レジャー産業における消費者行動の調査事例 

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。 

 

◆コメントペーパーやレポート作成に向けて、学んだ内容を論述形式で説明できるよう準備しておくこと。 
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成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

コメントペーパーの記述内容(50%)/小レポート(20%)/最終レポート(Final Report)(30%) 

平常点では、出席点は加算せず、コメントペーパー・レポート等に記述された“内容の的確さ”や“着眼点”等を評価します。 

 

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、成績評価に関する方針説明等を行う大切な回のため、所属する学部・学科を問わずに、

必ず第１回のオリエンテーションには出席すること。出席した学生に対して受講を認めることとしたい。 

 

◆ 「授業中の私語やスマートフォンの操作、遅刻しての入审」等、授業進行を妨げ規律を乱す行為は慎むこと。 

 

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。 

 

The goal of this course is to understand corporate and industrial trends, and gain the ability to analyze corporations and industries. 

 

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など比較的最近のトピックについても紹介する。 

 

We will cover various industries related to tourism. We will analyze industries and corporations. We will further explore the topics 

of corporate and organizational management. In the latter half of the course, we will introduce relatively recent topics such as 

corporate social responsibility. 

 

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忚用力

を養ってほしいと思っています。 

 

The goal of this course is to develop a “marketing mind” (a marketing perspective and way of thinking). While learning and acquiring 

marketing knowledge and skills that have been cultivated in business, I want you to develop abilities that can be applied to the 

solving of various social issues. 

 

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，ブラ

ンド力の強化，買いやすい価格の工夫，注目を引き記憶に残る広告，販売店の選択等，企業がライバル企業との激しい競争の

中で，移ろいやすい顧実の心をひきつけ，満足してもらうためにどんな工夫を凝らしているのか，一緒に考えてみましょう。 

 

In this course, we will study the basic concepts and methods of modern marketing. Together we will think of ways for companies in 

fierce competition with their rivals can attract and satisfy the fickle hearts of customers, such as the development of more 

convenient and attractive products, enhancing brand power, pricing that makes it easy to buy, memorable advertising that attracts 

attention, store selection, etc. 

 

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実満足にあり！―マーケティングの基本理念を理解しよう― 

4. 満足した顧実はリピーターになってくれるか？―顧実満足と顧実ロイヤルティ－ 

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？― 

8. 戦略を組み立てる①―企業戦略と市場対忚＇競争戦略、PPM 等（ 

9. 戦略を組み立てる②―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を決める＇マーケティング戦略の策定プロ

セス（― 

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. 強いブランドを構築せよ！―ブランドの意義・構築・活用― 

 

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

皆さんのまわりにはマーケティングを学ぶための「生きた教材」があふれています。次々と現れる新製品，百貨店やコンビニの店

頭，テレビや雑誌の広告，ユニークなパッケージ，通販サイト・・・etc，そこにどのような仕掛けや工夫が凝らされているか，皆さん

自身がどのようにして製品やブランド，店舗を選び，サービスを評価しているのか，身近な事例や体験を通して考えてみましょう。

常に現实に目を向け，講義やテキストで学んだ知識と結びつけて考えてみることで，マーケティングをよりイキイキと学ぶことがで

きるはずです。 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

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

 

テキスト＇Textbooks（ 

1. 嶋 正・東 徹編著、2017 年、『現代マーケティングの基礎知識［改訂版］』、創成社 
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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) 

テーマ／サブタイトル等 

＇Theme / Subtitle（ 

「組織」とは何か、「人的資源経営」の目的と意義は何か：  雇用・昇進・報酬など組織で

の人事制度において、私たちは、どのように働き、働くことから、どのように人の役に立

ち、社会に貢献し、成長できるのか？ 

担当者名 

＇Instructor（ 
村上 綱实(MURAKAMI TSUNAMI) 

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（ 

 「組織」と「人的資源経営」を学ぶことは、組織の中でいかに生き、自分を成長させるかを問いかけることです。履修者が、近い

将来、直面する就業状況を正確に認識し、どう対処・意思決定するかをシミュレートできる分析ツールを学習・修得します。 

 

 To study organizations and human resources management is to ask how one can live within an organization and continue to grow. 

Students will learn analytical tools they can use to recognize the employment situations they will face in the near future, and to 

simulate how to handle them and make decisions. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

 組織管理・雇用・昇進・賃金制度の理論とケース・スタディを講義します。働くことの「動機解明」では「人間の自然な感情の作用」

に着目します。私たちは「必要とされ」、「感謝され」、「人の役にたち」、「社会に貢献でき」、「無償であること」に強く動機づけられ

ています。金銭は命の次に大切ですが、それ以上に人を強く動機づけるものもあります。組織の中で健康に生活し、職業を通して

生きる意味を見い出す必要があります。 

 

 Lectures will be on organizational management, employment, promotion, wage system theory, and case studies. We will look at 

the actions of natural human emotions to explain the motivations behind labor. We are strongly motivated to be needed, to be 

thanked, to be useful to others, to support our society, and to do so without compensation. Money is the next most important 

thing after life, but there are other things that provide even stronger motivation. There is a need to live a healthy life within an 

organization and to bring out meaning in our lives through our work. 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. 「組織」とは何か、「人的資源経営」とは何か？ および本授業の履修と単位取得ために必要な学習指導と解説＇＝オリエン

テーション： 小論文の書き方・小テストの内容と準備のための学習方法など（ 

2. 経営システムの国際比較： 日本型経営システムの研究の系譜とその限界 

3. 組織での「チーム効果」の意思決定と事業運営： 「職場集団」と「チーム効果」 

4. 長期安定的雇用および生活給としての年功制の合理性と能力・成果为義・研究開発への要請 

5. 「内部労働市場システム」と「雇用ポートフォリオ」： 職業のポートフォリオと「副業」・「複業」 

6. 企業組織の競争力の戦略と職務への動機づけ： 「株为資本为義」と「準共同体的資本为義」 

7. 働く意味の問いかけ： 「利害動機」と「義務動機」・営利ビジネスの非営利性と倫理的意味 

8. 分配の公正性と生活保障： 働く意味とカント的自由およびロールズの正義論とビジネス 

9. 雇用形態の多様化と人事制度・能力開発： 尐子高齢化と女性就業者・高齢者の人材活用および AI と IoT の産業ロボット

の効果 

10. 雇用管理： 採用、配置・移動、退職 

11. 人事制度と昇進・昇格： 人事考課制度の目的と仕組み・運用 

12. 能力開発とキャリア開発： 日本の能力開発・キャリア形成と CDP 

13. 報酬制度と福利厚生： 賃金の性格と決定基準・日本の賃金の変遷＇「職務給」と「生活給」（ 

14. 労働時間管理： 労働時間管理の目的と課題・労働時間の柔軟化の諸制度 

 

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

 各授業の为題を構成する論点・基本用語についてテキストの該当部分を熟読してください。 

 授業で扱う重要な用語解説などについての小論文試験、および授業内容の理解度確認のための小テスト＇四肢択一（・最終テ

スト＇四肢択一（を实施します。小論文試験の問題は前もって開示し、小論文の構成や文章の書き方も詳しく指導・解説します。小

テスト・最終テストの問題と解答も、原則として、前もって開示し、わかり易く解説しますので、確实に予習・復習すれば問題ありま

せん。 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

小論文 1(10%)/小論文 2(10%)/小テスト 1(10%)/小テスト 2(10%)/小テスト 3(10%)/小テスト 4(10%)/最終レポート(Final Report)(15%)/
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最終テスト(Final Test)(25%) 

レポートの書き方については詳しく説明します。授業内容確認テストの問題と解答は实施前に公開します。 

 

テキスト＇Textbooks（ 

1. 村上綱实、2018、『非営利と営利の組織理論』、絢文社 (ISBN:978-4915416163) 

 その他、関連教材は、Web サイトから閲覧・ダウンロードできるようにします。 

 

参考文献＇Readings（ 

 参考文献・重要論文などは、必要に忚じて授業中に指示し、本授業専用の Web サイトから一部分ダウンロ―ドできるようにしま

す。教材として扱った動画もサイトからストリーミング再生できるようにします。 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 授業専用のWebサイトを運営し、授業に必要な情報はすべてサイトで閲覧でき、一部分はダウンロード可能にします。URLは授

業中にお知らせします。より個別的で必要な情報提供は、Eメールで対忚します。質問・各種問い合わせなどには、24時間以内に

回答し、履修者の学習をサポートします。 

 

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) 

テーマ／サブタイトル等 

＇Theme / Subtitle（ 

ENTREPENEURSHIP 101: How to create, launch and grow your company in 12 basic 

steps. Steve Jobs of Apple was one of the most influential business leaders of the past 

25 years, but a younger generation like Jeff Bezos of Amazon and Sergei Brin/Larry 

Page of Google, Elon Musk of Tesla also have huge influence on the way we live and do 

business. We will study this exciting field to understand how simple ideas can turn into 

world-shaping forces.  

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（ 
TRS2100 

言語 

＇Language（ 

日本語 

(Japanese) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

Entrepreneurs are visionaries who are able to make dreams come true in the form of a successful new business designed to grow 

as far and fast as possible, to create jobs and opportunities for employees, partners, and investors. Their story we can call the 

"triumph" of modern market-based economics and it is as true now as it was more than 200 years ago. We will study great case 

studies, and look at the 12 Key Steps that are needed to turn a dream or idea into reality.  

 

授業の内容＇Course Contents（ 

This course will be taught in both English and Japanese depending on students skill level. In the course, we will look at many case 

studies both in Japan and the rest of the world, with focus on companies like Apple, Goodle, Amazon, as well as Honda, Sony and 

Uniqlo. We look at the essential role that the modern corporation, with limited liability and the ability to act as a legal person, as 

well as the stock market where anyone can join in the excitement of entrepreneurship via shares. Students in this class MUST be 

interested in creating a new business, they MUST be willing to speak out in class, often without hesitation. This class is a dojo (道

場（for business dreamers, and will be a mental training ground for the future.  

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. Game Changers: Introduction to World‟s Great Entrepreneurs and their companies. Honda, Sony, Softbank, Uniqlo in Japan. 

Edison, Ford, Apple, Microsoft, Google, Facebook and Amazon in America.  

2. Basics of Entrepreneurship: There is a group of participants in any company we call Stakeholders. They include founder(s), 

the management team, the investors, suppliers, employees and the customers. But most important, the limited liability 

corporation.  

3. The concept of risk and reward. Tea, spices, ships and stocks were the first pioneers in using company format to share 

profits (or losses) and make companies seem like people - just like you and me.  

4. Stock markets make it even better. The magic of using markets in a constant bid-offer auction to set prices, which can tend 

moment to moment. These markets are now global and worth trillions of dollars. They allow all of us to save and invest for 

the future, through insurance, pensions, for retirement, family, college education and buying a house. They can also make 

entrepreneurs into very rich people.  

5. Finding funding ie. cash to grow a company: Investors can come in many types, ourselves, our family, “angel investors,” 

venture capital firms, and eventually institutional ones. There are also banks and leasing companies ready to provide funds, 

but stocks are different from loans and lease contracts. Here is why most companies issue stocks and later list their shares 

on a stock market.  

6. The Start-up process. Founders start with ideas and write them up as business models for discussion with others, they 

gather a small team of friends who quickly begin to structure an organization. Where do they get their ideas? Often standing 

in the shower, that is a remarkably good place, or in their sleep - so many keep a notebook at their desk. They start with a 

problem or need and a way to fill that need.  

7. The company organization. People do not work alone, they need help and the company makes it possible and the company is 

set up as a legal person so it can make contracts and payments. A company needs a leader or executive, and a board of 

directors to handle different business functions. These include sales/marketing, new product design/development, human 

resources (HR), other administration/accounting, and purchasing.  

8. The business model is a detailed plan and proposal made by the founder and his team which explain exactly how the 

company will develop products or services, who it will sell them to and at what price, how it will grow, who the rivals are, what 

the risks are, and how much money they will need before they become profitable.  

9. Funding cost. The founder will discuss the earliest share issue(s) to decide who gets how many shares out of the 100%, and 

what they will be priced at. Founding members get some early shares without paying for them, investors then get shares at 

an agreed price. Later, when more money is needed, more shares are issued usually at a higher share price.  

10. Growing the company: There are several paths to grow by but most involve making a product/service sold at a price that 
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allows good profit margins (gross, operating and net profits will be explained) and finding ways to sell them to more and more 

people, directly, by stores or distributors, or online. Often the products are updated with more desirable features, or 

additional products are added, and more markets like other countries are opened. Later the company may buy other 

companies as little Microsoft first bought a rival called Seattle Software, which had made the first DOS or disk-operating 

system. In some case, they may be bought by someone else, with more customers, and cross-sell to them.  

11. Problems and road bumps are inevitable, and the most likely is often a technology shift or a rival with a “better mousetrap.” 

Kodak made film for photos but was slow to see that customers would shift to digital instead. The company may be slower 

than rivals to launch new products, it may lose good engineers to rivals, or just get to complacent from past success. The 

founder may not be suited to managing a larger company - as Steve Jobs thought when he hired John Sculley from Pepsi.  

12. The IPO is for many investors and founders the famous “liquidity moment” when they can actually get money by selling their 

shares, or count their wealth by the price the market sets on their shares. IPOs are complicated and usually need large 

investment banks to find enough buyers around the world. After the IPO, the company is open to scrutiny by regulators, 

investment analysts and hedge funds, even rival companies can now buy them more easily, so the IPO needs careful 

preparation.  

13. Student business idea presentation 1 

14. 13. Student business idea presentation 2 and selection of best presentations. End of class party  

 

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

Students in this class should read the Nikkei Shinbun daily, either in print or online edition, as well as any other major business 

news. We will take a look at how the Nikkei is structured so readers can understand the big picture and read quickly. Students 

should develop a list of companies they are interested in and do some reading. We will use financial reports now and then ＇決算

短信（from interesting listed companies and students will learn how to use them.  

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

Final team report and presentation (3-5 students per team)(60%)/Speaking out with own ideas during every class 

discussion(20%)/Serving as class discussion leader for 30-45 minute segments(20%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

Study materials are easily available on-line, with many sources of information on every step of the Entrepreneurship and Start-Up 

process. Students can access PDF files and URL links on the Blackboard site for this course. Students are also expected to 

search for, find and share such information with instructor and classmates.  

 

参考文献＇Readings（ 

Readings will be assigned for every class and instructor will ask individual students to lead a 30-45 minute discussion of relevant 

materials. Students must have read the material and be prepared to talk about it - either in English or Japanese as preferred. 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

Students in this class should be prepared to think and act like young adults. This is not a good course for athletes who are focused 

on their sports and tournaments, or on students who are focused on job searching and 就活。Full attendance and speaking in 

class are required. Sleeping during class is NOT accepted, and students will be asked to leave the classroom and come back when 

ready to learn. 注意：このクラスは就活、または部活で忙しい学生には向いていないです。完全出席、積極的に会話に参加しても

らい、居眠りは厳禁です。予めご理解下さい。 

 

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（ 
新時代を創造する有力企業の戦略と实践を学ぶ 

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：9/25、10/9、10/30、11/13、11/27、12/18、1/15 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

「戦略とは何か？」について、代表的な戦略理論とツーリズム産業をはじめとする企業实践＇ケーススタディ（を通して理解する。

合わせて、社会人としての必須資質である戦略的思考法を身につける。 

 

“What is strategy?” You will understand this through representative strategical theory and case studies of the tourism industry, 

etc. At the same time, you will learn the strategical thinking necessary to function in the workforce. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

日本のツーリズム産業はグローバル競争の中で戦略の転換期を迎えている。当講座では、2020 年東京五輪に向けたビジネスチ

ャンスを見据え、代表的な戦略理論の理解と为要なツーリズムおよびサービス関連企業のケーススタディ＇实践（を融合した参加

型授業を行う。 

観光・広告・メディア業界等のトップ企業から戦略を統括するキーマンをゲストに迎え、最新の企業戦略を体感することで、学生自

身の将来を考える有益な機会を設けたい。 

 

This is a strategical turning point for Japan in the globally competitive tourism industry. In this course, we will consider the 

business opportunities presented by the 2020 Tokyo Olympics while conducting participatory classes that combine an 

understanding of representative strategical theory with major tourism and service industry-related case studies. 

We will invite key persons from top companies in the tourism, advertising, and media fields, etc. who oversee their company‟s 

strategy as guest speakers, and through experience of the latest corporate strategy, students will be given an advantageous 

opportunity to think about their future. 

 

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. 戦略の構想＇理念とビジョン（ 

4. 戦略の構築＇マーケット環境と経営資源（ 

5. 成長戦略 

6. ゲストセッション①＇広告業界（ 

7. 競争戦略 

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＇資源ベースの戦略（ 

10. ゲストセッション②＇ツーリズム業界（ 

11. 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. プラットフォーム戦略＇ＧＡＦＡが創造する世界（ 

14. ビジョナリーカンパニー＇真に優れた企業とは（ 

 

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・発表(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 
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2. 沼上幹、2010、『わかりやすいマーケティング戦略』、有斐閣パルマ 

3. 竹中平蔵、2017、『第 4 次産業革命』、ＰＨＰビジネス新書 

初回講義時および通常講義内に随時紹介します 

 

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＇リクルート・博報堂・グーグル等（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

アルな考え方と实践を学び、受講者との交流の場を提供する。 

 

注意事項＇Notice（ 
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■HA047 

科目コード／科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

HA047／投資計画論 

(Investment Planning) 

テーマ／サブタイトル等 

＇Theme / Subtitle（ 

INVESTMENT PLANNING and Tourism: How to make a bundle without losing your shirt. 

"To make a bundle" is a phrase for making money, while "losing your shirt" is a phrase 

for losing it. Careful step-by-step evaluation, preparation, assessment and intervention 

are need to steer an expensive project to success. and in this course you will learn how. 

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（ 
TRS2100 

言語 

＇Language（ 

日本語 

(Japanese) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

The modern world we live in was built by hard work, prudent savings and deliberate investment that will allow our business, our 

community and our economy to grow. Investment is the fuel for creating wealth, opportunity, jobs and revitalizing regions. In this 

course we will study how investment in tourism infrastructure and services are made in Japan, with a focus on hospitality and 

infrastructure. We will make 2 field trips to study actual cases and invite guest speakers who are experts on hotel investment.  

 

授業の内容＇Course Contents（ 

The course is based on weekly reading assignments from case studies and individual students may be asked to serve as 

discussion leaders for 30-45 minutes. Students are expected to read the Nikkei Shimbun online or in print to keep up with new 

developments. Students will also learn to read common financial statement (決算短信（to understand how valuable such business 

communications are. Two field study trips and guest speakers will provide fresh input, and student will prepare their own team 

reports and presentations. 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. The modern money economy:  We will look at the complex interaction of savings, spending and investment in the economy, 

where money comes from and where it goes, and the different role played by saving and investment. Most people get money 

by earning it as income, but they may also get it as a present, steal it or borrow it. They can then spend, save, invest or lose 

it. The economy is about risk and opportunity and we will see how they work.  

2. Saving is for a rainy day, but investment is for a sunny day. People invest money that they hope will grow over time so they 

will have more when they need it, often for retirement when they no longer earn money from work.  For ordinary people, the 

main investments are stocks, bonds, mutual funds, and their home (they borrow a housing loan and slowly pay it back, hoping 

to one day have full ownership with a higher price). We examine these choices. 

3. Professional investors have different goals, but they all share the same basic one: To grow the assets under management 

(AUM) in a safe, stable and predictable way in other words to increase the gain while reducing the risk. Some manage for 

themselves, family or friends; some manage for investment or mutual fund companies; some manage for insurance and 

pension fund companies. Some focus mainly venture capital, usually in technology-related start-ups, and finally some focus 

on creating and growing business for existing larger companies and we will consider these as our main investors in tourism 

projects.  

4. All investments are based on careful analysis of project plans which provide information on the market opportunity, both 

customers and competitors, on likely pricing and profit margins in different conditions, on materials and other requirements, 

including staffing and manpower, that are needed. They look at growth potential and at downside dangers and risks of losing 

money unexpectedly, and look for ways to reduce such dangers with insurance, training, back-ups and continuity planning. 

Generally speaking they will model the business inputs and outputs, using cash-flow analysis, over 5-7 years into the future.  

5. Guest speakers and discussion with experts:  We will invite guest speakers from Fujita Kanko hotel group and its new 

Tavinos and HIS with its Henna Hotels.  

6. Destinations and DMOs. Hotels are core infrastructure components, as accommodations along with transport and some 

large attractions are large, complex, expensive. Some tourism destinations welcome a variety of investors and operators of 

many different sizes, and also encourage them to make certain medium-sized investments as a group. We can look at some 

resort-development projects like whistler-backcomb as success stories in the way the organize and finance mutual support 

via their DMO. We will look at how some of Japan‟s DMOs work hard to stay independent from official government 

investment, such as the Yatsugatake Regional DMO, where most of the senior participants do their work for free, but are all 

tourism investors and operators.  

7. Weekend study tour #1 Food service and craft shops iare another arena for such medium-sized investment ranging from 

food-trucks and other pop-up facilities to food courts and prestige eateries that can boost the reputation and visibility of 

the destination itself. (It interesting to see how relatively scarce these are). Other smaller investment projects include 

upscale curated travel services as well as hip new shopping, often promoting local handicrafts. We will examine some of 

these and arrange a weekend visit to Kuramae area near Sensoji and Asakusabashi. 
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8. Weekend study tour #2 Partnership and collaboration are key components in destination development, and in Japan railroads 

both national ones like the JR Group and regional/local ones such as Fuji Kyuko provide many ways to share some of the 

investment whether in joint marketing and advertising or shared space in railroad owned space. We will visit Kawaguchi-ko at 

Mt. Fuji and talk with both JR East and Fuji Kyuko Railway about their collaboration with smaller business ventures.  

9. IT and digital technology can offer opportunity both for investors and business entrepreneurs at different levels of 

investment scale and complexity. IT has focused on 3 main areas - local wireless communication, SNS travel-focused 

navigation and recommendation sites and apps, and digital wallets and payment systems. We will look at new examples of all 

three types. 

10. Investors look for the potential size of their returns, and the timing. We will look at financial reports of existing companies 

and other examples to see how businesses differ in terms of size and timing of profitability, and return on investment. Large 

infrastructure generally has the “slowest” return yet as a fundamental public service can get ticket pricing support from the 

public sector.  

11. Social entrepreneurs: Eco-tourism, ethical tourism, new ideas and initiatives with less focus on pure financial returns - we 

will study some interesting examples among non-profits 

12. Remaking Japan (新列島改造論（We will look at how tourism investment can revitalize the regions of Japan that are 

declining in population and vitality, I-Turn and U-Turn ventures.  

13. Student team report and presentation 1 

14. Student team report and presentation 2. with selection of best report and goodbye party. 

 

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

This class will have some guest speakers, and students will be asked to prepare from reading materials before these sessions to 

ask intelligent questions of our guests. There will be 2 Saturday trips to visit the Kuramae tourism development in Tokyo 

Shitamachi 下町 area that is popular with visitors; and to Fuji Yoshida and Kawaguchiko to see the importance of public 

infrastructure and see how Destination Assessment tools can help local DMOs establish new investment plans.  

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

Team report and presentation(60%)/Active classroom participation with questions, ideas, answers(20%)/Taking responsibility for 

leading 30-45 min. class discussion(20%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

Reading materials in both English and Japanese will be provided via the Blackboard site for this class with PDF files and URL 

addresses. Students are expected to actively search for information on new investments in Japanese inbound hospitality and 

other projects and share them with the instructor and classmates.  

 

参考文献＇Readings（ 

 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

Students in this class are expected to have strong interest in business, tourism and investment, and should be prepared to act like 

young adults. Full attendance and participation are required, along with participation in 2 weekend field trips (some financial 

support available upon discussion for these travel expenses). Sleeping during class will not be permitted and students will be asked 

to leave until they are ready to return. This class may not be suited for students very active in sports or job search ＇部活また

は就活で忙しい学生は場合によってご遠慮ください。（ 

 

注意事項＇Notice（ 
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■HA053 

科目コード／科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

HA053／観光計画論１ 

(Tourism Area Planning 1) 

担当者名 

＇Instructor（ 
羽生 冬佳(HANYU FUYUKA) 

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（ 

観光を計画するとはどういうことか、またよりよい観光地づくりとは何を目指すことか、といったことについて理解するとともに、計

画技法を身につける。 

 

Students will come to understand what should be the aim of planning for tourism to create better tourist destinations, and will 

learn planning techniques. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

持続可能な観光の实現のために、地域はどのようなコンセプトのもと目標を立て实現に向けた手段を講じていくべきか。また、魅

力的な地域づくりのために、どのような項目がその対象となるか。本講義では観光計画の意味・意義について論ずるとともに、計

画策定の基礎的な技術について講義を行う。 

 

In the pursuit of sustainable tourism, what concepts should a community use to create their goals, and what procedures should 

they implement to achieve them? Furthermore, what areas should be targeted to create an attractive community? In this course, 

we will cover the meaning and significance of tourism planning, and lectures will go over basic skills for planning strategy. 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. 講義計画等の説明 

2. 観光計画の定義付け・意義 

3. 観光計画の基本概念 

4. 観光地のタイプと成立・発展の過程 

5. 国の観光計画 

6. 国の観光地づくりと変化 

7. 計画策定の手順と技術＇現状の把握・分析（ 

8. 計画策定の手順と技術＇コンセプトメイキング（ 

9. 計画策定の手順と技術＇計画の立案、实践と評価（ 

10. 観光地における計画策定の事例１ 

11. 観光地における計画策定の事例２ 

12. 観光地における計画策定の事例３ 

13. 観光計画の新しい視点 

14. 最終テスト 

 

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

観光地に訪れる際に、様々な観点から現地の状況を把握し、自分なりの課題の発見に努めること。授業中に触れる内容とその

課題とを付き合わせて、解決方法を検討すること。 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

適宜授業中に求める提出物(60%)/最終テスト(Final Test)(40%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

適宜資料を配付する。 

 

参考文献＇Readings（ 

講義中に適宜紹介する。 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 
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■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・行動論的視点の涵養 

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・行動論的な見方を实例に即して学ぶことを通して，観光現象を理解するための視点を習得し,感性を養う。 

 

 By understanding the behavior and psychology of tourists and service providers, as well as studying the psychological and 

behavioral perspectives we should heed in promoting the destination planning from the standpoint of tourists, students will gain 

perspectives to understand tourism phenomena, and cultivate sensitivity. 

 

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。 

 

 Based on what the instructor covered in “Human Behavior in Tourism”, we plan to examine the role and importance of 

sensibility for the understanding of sightseeing phenomena, from the perspective of planning theory". 

 Lectures will be given using lecture materials and visual course materials. During class, students may be asked questions or may 

be asked to write and submit reaction papers. 

 

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 

毎時間配布する講義資料にその都度付記する。 
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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（ 
澁谷 和樹(SHIBUYA KAZUKI) 

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（ 

GIS＇地理情報システム（の操作方法を習得し、観光統計や観光対象の立地、観光行動などの分析をおこなえるようになる。 

 

Students will learn how to operate a GIS (geographical information system), and students will be able to analyze tourism statistics, 

locations targeted for tourism, tourist behaviors, etc. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

コンピューターとインターネットの発達した現代社会において、GIS は社会のあらゆる現象に活用されるようになった。観光も例外

ではなく、企業のマーケティングや自治体の政策立案・まちづくりなどで用いられている。本授業では Arc GIS を使用し、まず GIS

の基礎的操作と地図表現を学習する。また、GIS を活用した観光統計、観光対象、観光行動の地図化手順を習得するとともに、

分析結果をまとめた授業課題を作成する。授業の後半では習得した技術を活用し、最終レポートを各自作成する。 

 

With the development of computers and the Internet in our modern society, the GIS has come to be used in every kind of social 

phenomena. Tourism is no exception, and it is used in corporate marketing and municipal policy drafting, urban planning, etc. In this 

course, we will use Arc GIS as we first learn basic GIS operation and map expression. In addition, we will learn procedures for the 

mapping of tourism statistics, tourism targeting, and tourist behavior using the GIS. We will create a class project summarizing the 

results of these analyses. In the latter half of the course, students will apply the techniques they have learned to create their own 

final report. 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. GIS と地理空間情報の概要 

2. 地理空間情報の取得と地図化 

3. 地図表現 

4. 観光統計の地図化 

5. 空間検索と属性検索 

6. 観光統計分析 

7. 観光対象の分布図の作成 1 

8. 観光対象の分布図の作成 2 

9. バッファ 

10. 観光対象の立地分析 

11. 観光行動の地図化 

12. 最終課題作成 1 

13. 最終課題作成 2 

14. 最終課題作成 3 

 

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

毎回の授業で学習した内容を復習すること。 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

最終レポート(Final Report)(40%)/授業課題(60%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

資料を配布する。 

 

参考文献＇Readings（ 

授業中に適宜指示する。 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

資料の配布、課題の提出などに Blackboard を使用する。 

Excel の操作をできたほうが望ましい。 
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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（ 
鞍田 崇(KURATA 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（ 
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。 

 

Spaces created by architecture are not simply large gaps. It is the presence of the architecture that gives them a feeling of calm, 

activity, or liveliness. Furthermore, the interiors and exteriors of architecture divide spaces, giving rise to new spaces, each with 

their own individual characteristics. 

 

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、より良き建築为として将来活躍できる素養

を身につける。 

 

Along with a conceptual understanding of how to perceive space, we will look at the history of development from a functional 

perspective, changes in construction, techniques for creating and designing a spatial image, and even how to transform the 

created space, from a perspective that will lead the users of architecture to understand the architecture's characteristics. You 

will learn to see architecture as a tool to create space, not as a mere vessel, and will learn the basics needed to become a good 

custodian of architecture in the future. 

 

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（ 

課題レポート(60%)/最終レポート(Final Report)(40%) 

 

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 
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(ISBN:978-4-906811-13-7) 

 

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（ 
鞍田 崇(KURATA 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（ 
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。 

 

Spaces created by architecture are not simply large gaps. It is the presence of the architecture that gives them a feeling of calm, 

activity, or liveliness. Furthermore, the interiors and exteriors of architecture divide spaces, giving rise to new spaces, each with 

their own individual characteristics. 

 

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、より良き建築为として将来活躍できる素養

を身につける。 

 

Along with a conceptual understanding of how to perceive space, we will look at the history of development from a functional 

perspective, changes in construction, techniques for creating and designing a spatial image, and even how to transform the 

created space, from a perspective that will lead the users of architecture to understand the architecture's characteristics. You 

will learn to see architecture as a tool to create space, not as a mere vessel, and will learn the basics needed to become a good 

custodian of architecture in the future. 

 

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（ 

課題レポート(60%)/最終レポート(Final Report)(40%) 

 

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 



 - 37 - 

(ISBN:978-4-906811-13-7) 

 

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。 

 

1) You will gain an understanding of the basic concepts of Economics. 

2) You will think about the meaning of considering tourism developments from an economic perspective. 

3) You will learn specialized vocabulary related to economics. 

 

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。中学校で教える

数学程度は理解しておくことが望ましい。 

 

In this course, we will examine various developments in tourism from a basis in economic methods (microeconomics, 

macroeconomics). First, in microeconomics, after understanding tourism concepts economically, we will clarify the characteristics 

of tourism resources and analyze the rational behavior patterns of tourists. We will also discuss the supply and demand 

relationship of tourism resources. Next, in macroeconomics, after clarifying the derivation process of gross domestic product, we 

will understand the equilibrium concept, the multiplier effect, etc. We will also cover international tourism and tourism statistics. In 

this course, explanations will be given using diagrams. It is preferable that you have mathematical knowledge equivalent to a junior 

high school level. 

 

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。 

授業で説明した経済学＇ミクロ・マクロ（の内容を経済学の参考文献で確認しておく。 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

筆記試験(Written Exam)(80%)/毎回授業の終わりに簡易テストを行う。(20%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 
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適宜プリント・資料を配付する。 

 

参考文献＇Readings（ 

1. 櫻川昌哉、2013、『ツーリズム成長論』、慶忚義塾大学出版 (ISBN:978-4-7664-2020-3) 

2. 中平千彦・藪田雅弘、2017、『観光経済学の基礎講義』、九州大学出版会 (ISBN:978-4-7985-0204-5) 

3. ジェームズ・マック、2005、『観光経済学入門』、日本評論社 (ISBN:4-535-55432-3) 

4. シンクレア／スタブラー、2001、『観光の経済学』、学文社 (ISBN:4-7620-1046-4) 

経済学の参考文献リストは授業中に配布する。 

 

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（ 
地域の現状と課題に関する経済学的分析 

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。 

 

1) You will learn the purpose and analysis methods of regional economics. 

2) You will understand historical changes in regional policy. 

3) You will understand the theoretical model of regional economics. 

4) You will understand and consider issues in regional development and urban development. 

 

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、人口減尐社

会の实態を把握し、今後の地域政策の進むべき方向性を論じる。 

 

In this course, we will first discuss the objectives of regional economics and what analysis methods should be used. Following that, 

we will outline the historical changes in the regional policy of postwar Japan (national land development planning, etc.) and further 

investigate the contents. We will also briefly cover concepts related to the added value (regional income) generated in the area, 

how it is derived, and the theoretical model. In addition, you will deepen your understanding of the construction and location of an 

industry within a region. In the latter half of the course, you will come to understand the state of a society with a declining 

population, and discuss the direction of regional policy for the future. 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. 講義概要の説明   

2. 地域経済学の目的と方法 ＇地域概念と政策理念（ 

3. 日本の地域構造＇1（－戦後の日本社会の変容 

4. 日本の地域構造＇2（－国土開発計画の変遷 

5. 日本の地域構造＇3（－観光開発と持続可能性 

6. 地域経済学の理論分析＇1（－地域 GDP の導出 

7. 地域経済学の理論分析＇2（－地域成長モデルと地域産業連関 

8. 地域経済学の理論分析＇3（－産業立地と理論モデル 

9. 地域経済学の实態分析＇1（－地域の産業構造 

10. 地域経済学の实態分析＇2（－過疎化と人口減尐社会 

11. 地域政策と観光まちづくり＇1（ 

12. 地域政策と観光まちづくり＇2（ 

13. 道の駅と地域振興 

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。 

地域の抱える課題や問題について、関連記事や文献などを読んでおくこと。 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

レポート試験(Report Exam)(70%)/授業内レポート(20%)/授業への取り組み(10%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 
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適宜プリント資料を配付する。 

 

参考文献＇Readings（ 

参考文献リストは授業中に配布する。 

 

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忚用可能。 

 

The objective of this course is to develop analytical and strategic planning skills for maximizing the management of resources from 

a management standpoint when it comes to the hotel business, beginning with basic knowledge of hotel management. These can 

be applied to other operations businesses and service businesses. 

 

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。 

 

In this course, we will cover the basic knowledge and features of the hotel business, and will have lectures on profit and loss 

statement analysis, labor hour analysis, etc. for maximizing service efficiency, and management strategy. 

Our profit and loss analysis will delve into the revenue structure of accommodations, restaurants (various types of outlets, 

including Japanese, Western, Chinese, coffee shops, lounges, bars, etc.), and we will discuss construction of more effective 

operations systems with regard to personnel expenses, the largest cost factor, through an analysis of labor hours. 

In the final lecture, I plan to invite top managers from the hotel, real estate, and finance industries to give talks on the current 

state of business in their field as it relates to this course. 

 

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. オペレーションマネジメント１ 

9. オペレーションマネジメント２ 

10. オペレーションマネジメント＇ケース２（ 

11. 競争戦略論 

12. 競争戦略論＇ケース３（ 

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（ 

毎週の講義後、理解度を確認するため 10 分程度の小テストを实施する。 

 

各ケースは準備提出に 12 時間程度要する。 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

平常点＇ケース１（(20%)/平常点＇ケース 2（(20%)/平常点＇ケース３（(20%)/ゲストスピーカー感想文(10%)/講義後小テストなど



 - 43 - 

(20%)/最終テスト(Final Test)(5%)/最終レポート(Final Report)(5%) 

各ケースについては次回講義までに与えられた課題についてペーパー＇Ａ４×３枚程度（を提出＇EXCEL 能力必須（ 

 

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。 

 

本講義の忚用編として「ホテルアセットマネジメント論」＇2015 年度以前入学者は、「宿泊経営实務」（を開講している。 

＇本講義履修者は「ホテルアセットマネジメント論＇2015 年度以前入学者は、「宿泊経営实務」（」を履修するとより専門的な理解を

得られる（ 

 

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「接実業務」以

外に広がる産業の多様性を理解する。 

 

We will learn about the environmental changes surrounding the accommodation industry, made up of hotels and inns, and its 

business structure, and we will understand that the industry is far more diverse than the “service industry” that generally comes 

to mind when you hear “accommodation industry.” 

 

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についてグループワークなどを通じて想像を進める。 

 

※移動教审を標榜し、ゲストスピーカー登壇回においては先方の会社もしくは施設にて開催 

 

I will introduce changes such as the rise of the sharing economy through services like Airbnb and Uber, and the large trend 

towards redefining the industry structure due to AI/IoT. In order to understand how those large changes will affect the existing 

accommodation industry, we will come to understand an outline of the current industrial structure, and through group work, etc., 

we will imagine the future direction of the industry. 

 

*We advocate a mobile classroom, and when the guest speakers appear, class will be held at their company or facility. 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. 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. 観光①＇ゲストスピーカー（：「泊まれる施設」の再定義：登壇者未定 

3. 観光①＇グループワーク（：「泊まれる施設」の再定義 

4. 観光②(講義 or ゲストスピーカー（：異業種との化学反忚 

5. 観光②(ゲストスピーカー（：異業種との化学反忚：登壇者未定 

6. 観光②(グループワーク（：異業種との化学反忚 

7. 観光③＇講義 or ゲストスピーカー（：地域をつなぐ面の役割 

8. 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. 観光③＇グループワーク（：地域をつなぐ面の役割 

10. Tech①(講義 or ゲストスピーカー（：テクノロジーによるイノベーション 

11. 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. 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. 運営①(講義 or ゲストスピーカー（：人が介在する余地 

14. 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%)/オンラインでの課題(40%)/出席および授業参加(10%) 

 

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)（ 

ネット黎明期からミレニアル世代まで、現代ホテルトレンド概論 

https://forbesjapan.com/articles/detail/19934 

 

授業時間外にもプロジェクトワークを行うため、履修者には相忚の時間貢献が求められる。 

 

注意事項＇Notice（ 

 

 

  



 - 46 - 

■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，实例に即して理解する。 

 

 You will gain the basic knowledge necessary to understand human behavior and psychology, and gain an understanding of tourism 

development and service provision situations from a behavioral and psychological perspective, based on real cases. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

 前半に観光行動や心理に関する基礎的な内容について紹介した後，観光やサービス場面における行動・心理の理解に欠かせ

ないノンバーバル・コミュニケーションやサービスの基礎理論，さらにはそれらの知見の忚用事例や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。 

 

 In the first half of the course, I will introduce basic information related to tourism behavior and psychology, as well as the basic 

theories of nonverbal communication and service that are essential to understanding behavior and psychology in a tourism or 

service setting, and I plan to give further lectures on examples of the application of that information and the characteristics of 

tourist travel behavior. 

 Lectures will be given using lecture materials and visual course materials. During class, students may be asked questions or may 

be asked to write and submit reaction papers. 

 

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 1 

3. 観光行動の調査方法 2 

4. 日本人の観光行動の歴史的背景 1 

5. 日本人の観光行動の歴史的背景 2 

6. テーマパークにおける観光行動 

7. インバウンド観光者の行動 

8. 不安心理と観光行動 

9. 空間利用の生態心理 

10. サービスの基礎理論 1 

11. サービスの基礎理論 2 

12. 「誘導」の概念とその忚用 

13. 観光回遊の行動特性 

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 
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毎時間配布する講義資料にその都度付記する。 

 

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（ 

 観光学部の専門科目をこれから学んでいくうえで、また、専門演習・ゼミ等で实施される調査課題や卒業研究を進めていくにあ

たって必要とされる、「観光調査」の基礎的な知識と技法を習得します。 

 

 You will learn the basic knowledge and techniques of tourism research necessary to study specialized subjects in the College of 

Tourism in the future and to proceed with survey topics and graduation research projects carried out in specialized seminars. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

◆「調査テーマの設定」から出発し、「観光研究関連文献の収集と読解」、「各種調査の計画と实施」、「調査結果の分析とまとめ」

といった一連の調査プロセスについて、初学者の視点に立ちながら解説していきます。 

 

◆観光調査の入門編にふさわしいより身近なトピックとして、観光行動・観光者心理に関す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を扱ったテーマ発想法、過去の観光学部生によるとり組み等も紹介す

るため、これらの研究領域に関心のある学生には特に受講してほしいと思います。 

 

◆コメントペーパーや实習課題レポートの答案・優秀者について、毎回教員からフィードバックします。 

 

◆ We will explain the sequence of the survey process from the beginner's point of view, starting with setting a research theme, 

collecting and reading tourism research-related documents, planning and implementation of various types of research, and 

analysis and summary of research results. 

 

◆ We will also cover some more familiar topics that are appropriate for an introduction to tourism research, including a survey of 

cases relating to tourism behavior and tourist psychology, analysis methods for tourist satisfaction levels and needs, conception 

of themes related to tourism development that are of interest to current students, and an introduction to the initiatives of past 

students of the College of Tourism. I particularly hope to see students interested in these research areas take this course. 

 

◆ The instructor will give feedback every time on answers and outstanding students in regards to reaction papers and practical 

training topic reports. 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. オリエンテーション  ＇※下記の「その他」欄も参照し、必ず出席すること。（ 

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. 旅行者による感想文・体験談の分析 

8. 観光資源の発掘調査 

9. 観光地におけるフィールドワークの技法 

10. アンケート票の設計と实施 

11. アンケート結果の集計と分析 

12. レジャー産業における消費者行動の調査事例 

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。 

 

◆コメントペーパーやレポート作成に向けて、学んだ内容を論述形式で説明できるよう準備しておくこと。 
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成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

コメントペーパーの記述内容(50%)/小レポート(20%)/最終レポート(Final Report)(30%) 

平常点では、出席点は加算せず、コメントペーパー・レポート等に記述された“内容の的確さ”や“着眼点”等を評価します。 

 

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、成績評価に関する方針説明等を行う大切な回のため、所属する学部・学科を問わずに、

必ず第１回のオリエンテーションには出席すること。出席した学生に対して受講を認めることとしたい。 

 

◆ 「授業中の私語やスマートフォンの操作、遅刻しての入审」等、授業進行を妨げ規律を乱す行為は慎むこと。 

 

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忚用力

を養ってほしいと思っています。 

 

The goal of this course is to develop a “marketing mind” (a marketing perspective and way of thinking). While learning and acquiring 

marketing knowledge and skills that have been cultivated in business, I want you to develop abilities that can be applied to the 

solving of various social issues. 

 

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，ブラ

ンド力の強化，買いやすい価格の工夫，注目を引き記憶に残る広告，販売店の選択等，企業がライバル企業との激しい競争の

中で，移ろいやすい顧実の心をひきつけ，満足してもらうためにどんな工夫を凝らしているのか，一緒に考えてみましょう。 

 

In this course, we will study the basic concepts and methods of modern marketing. Together we will think of ways for companies in 

fierce competition with their rivals can attract and satisfy the fickle hearts of customers, such as the development of more 

convenient and attractive products, enhancing brand power, pricing that makes it easy to buy, memorable advertising that attracts 

attention, store selection, etc. 

 

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実満足にあり！―マーケティングの基本理念を理解しよう― 

4. 満足した顧実はリピーターになってくれるか？―顧実満足と顧実ロイヤルティ－ 

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？― 

8. 戦略を組み立てる①―企業戦略と市場対忚＇競争戦略、PPM 等（ 

9. 戦略を組み立てる②―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を決める＇マーケティング戦略の策定プロ

セス（― 

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. 強いブランドを構築せよ！―ブランドの意義・構築・活用― 

 

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

皆さんのまわりにはマーケティングを学ぶための「生きた教材」があふれています。次々と現れる新製品，百貨店やコンビニの店

頭，テレビや雑誌の広告，ユニークなパッケージ，通販サイト・・・etc，そこにどのような仕掛けや工夫が凝らされているか，皆さん

自身がどのようにして製品やブランド，店舗を選び，サービスを評価しているのか，身近な事例や体験を通して考えてみましょう。

常に現实に目を向け，講義やテキストで学んだ知識と結びつけて考えてみることで，マーケティングをよりイキイキと学ぶことがで

きるはずです。 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

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

 

テキスト＇Textbooks（ 

1. 嶋 正・東 徹編著、2017 年、『現代マーケティングの基礎知識［改訂版］』、創成社 
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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、为に旅行産業の現状と課題、将来

への展望などを理解する。 

 

 This course aims to develop human resources who will play a central role as future managers, leaders, etc. in the travel and 

tourism industries. Students will come to understand the realities and issues of the business which should be addressed, and 

future prospects, etc. in the travel and tourism industries. 

 

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、営業販売、商品造成、関連

ビジネスなどの实例・实態を踏まえ、旅行産業の課題と展望を講義する。旅行業の歴史、現状、経営及びマーケット特性などを概

観し、そのうえで、法人旅行、個人旅行、グローバル事業の实際について、日本最大の旅行会社である JTBの経営者、中核的实

務者が直接解説し、あわせて担当教官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。 

 

 We will look at the travel industry, which is the core industry of measures to promote Japan as a tourism-oriented country, 

through a look at the current situation and actual case studies of travel product sales and development, and related businesses, 

etc. Lectures will cover issues and developments of the travel industry. The instructor gives an overview of the history, current 

state, management, and market characteristics of the travel industry. Then we will have executives and core personnel from 

Japan‟s largest travel company, JTB, come to tell us about the reality of corporate travel, leasure travel, and global business. In 

addition, the instructor will cover the issues related to each field of the travel industry and look at its future. 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. ガイダンス、ツーリズム産業と旅行業 

2. 法人旅行・教育旅行 

3. ビジネストラベル 

4. コミュニケーション事業 

5. 地域交流ビジネス 

6. 個人旅行と店舗販売 

7. オンライントラベル＇WEB 販売（ 

8. 国内旅行の仕入と商品企画 

9. 海外パッケージ旅行の商品企画 

10. メディア販売 

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。 
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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 朊子(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。 

 

In this course, through study of the historical changes and current state of the food service industry, you will come to understand 

the structure and characteristics of food service as part of the hospitality industry. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

外食＇フードサービス（産業の歴史，市場の構成を概観した上で，外食産業の戦略的課題について学び，外食産業をとりまく社会

について扱い、その経営上の対忚状況を学ぶ。また、外食産業のその他の現代的課題や今後のあり方、観光資源・施設のひと

つとしての「食」の役割についても考える。 

 

I will summarize the history and market composition of the food service industry, and you will learn about strategic issues related 

to food service, the society surrounding food service, and the situation of food service management. You will also learn about 

other topics and challenges relating to modern food service, the state of food service in the future, and the role of food as a 

tourism resource/facility. 

 

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（ 

特に指定しない。毎回レジュメを配布する。 

 

参考文献＇Readings（ 

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) 

その他、授業時に適宜紹介する。 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

・パワーポイントを使用した講義形式で，映像資料や現物資料なども適宜活用する。 
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・リアクションペーパーについては、次週以降、授業の冒頭で一部を紹介する。 

・期末試験については、試験終了後、black board にて講評を行う。 

 

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。 

 

First of all, you will come to understand the content and characteristics of transportation itself as a prerequisite to the study of 

tourism transportation. 

Secondly, you will come to know the types, characteristics, and content of tourism transportation as compared to business 

transportation. 

Thirdly, you will understand the role of tourism transportation operators through the example of tourism transportation as it 

relates to rail transportation. 

 

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。 

 

In this course, we will focus on transportation for tourism purposes as an aspect of transportation, one of the familiar services 

that we encounter in various forms in our daily lives. 

In the first half, I will lecture on basic knowledge related to a broader theory of transportation, and not only how it relates to 

tourism. In the latter half, I will lecture on the content, characteristics, and role of tourism transportation. 

 

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. 中間テスト 

9. 観光交通の分類 

10. 観光地までの交通と観光地選択＇１（ 

11. 観光地までの交通と観光地選択＇２（ 

12. 観光地交通の役割と計画 

13. 観光資源としての交通と魅力 

14. 最終テスト 

 

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

授業時間外の学習に関する指示は、必要に忚じて別途指示します。 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

最終テスト(Final Test)(40%)/中間テスト(30%)/レポート(30%) 

レポートは複数回实施します。 

 

テキスト＇Textbooks（ 

なし 

 

参考文献＇Readings（ 
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必要に忚じて、講義内容に関連する新聞記事等を配付します。 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 
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■HA104 

科目コード／科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

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（ 
岡村 克彦(OKAMURA KATSUHIKO) 

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（ 

エアラインビジネスはグローバル化が進む現代の社会・経済・生活・観光には必要不可欠な交通機関です。本講義では、航空機

はどのようにして飛んでいるのか、マイレージの利点は何か、アライアンスの必要性は何かなど、エアラインビジネスの概要をさま

ざまな角度から多面的に学習して理解します。また民間航空の発展や航空政策の規制緩和などについて、その概要や歴史的な

流れ、社会・経済への影響などを理解します。エアラインビシネスの経営特性や経済特性、経営動向について学び、自分なりの

見方・考え方で分析できるようになることを目指します。 

 

The airline business is a transportation system that is essential to the advance of globalization in our modern society, economy, 

lifestyle, and tourism. In this course, you will study and come to understand the many facets of an outline of the airline business 

from various angles, including how airplanes fly, the benefits of mileage programs, the necessity of alliances, etc. You will also 

understand the outline of the development of civil aviation and the deregulation of aviation policy, as well as the historical flow and 

social and economic impacts, etc. The goal of this course is to learn about the management and economic characteristics and 

management trends of the airline business, and to become able to analyze from your own perspective and way of thinking about 

them. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

本講義では、エアラインビジネスのオペレーションの概要や歴史、航空政策、経営特性、経済特性、経営動向やエアラインが置か

れている社会環境や課題などについてできるだけ幅広く、分かりやすく解説していきます。航空関連産業や観光関連産業に就職

を希望する皆さん向けに社会に出てから役立つ内容です。講義においては、毎回講義資料を配布して、パワーポイントを使用し

て説明します。また、できるだけ実観的な説明を行います。 

 

In this course, we will cover an outline and the history of the operation of the airline business, aviation policy, management 

characteristics, economic characteristics, management trends, and the societal environment and issues that surround airlines, in 

as broad of a scope as possible and in an easy-to-understand manner. The content will be useful for students who wish to pursue 

employment in aviation or tourism-related industries upon graduation. Lecture materials will be distributed in every class, and 

lectures will be conducted using PowerPoint. The explanations will be as objective as possible. 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. オリエンテーション ＇授業の狙いと内容、乗員・CA・整備などエアラインの仕事の概要の説明（ 

2. 航空機と航空管制の概要 ＇航空機の概要、航空管制の概要、新しい航空交通管理について（ 

3. 民間航空の歴史 ＇ライト兄弟前後から現在までの世界と日本の民間航空の発展の歴史（ 

4. 航空自由化への流れ ＇当初は保護政策から始まった航空政策の世界的な規制緩和への流れについて（ 

5. 空港政策 ＇日本の空港の概要、特会制度と空港民営化の概要、世界の为要空港の民営化の流れについて（ 

6. エアラインビジネスの特性 ＇エアラインビジネスの経営面の特性、経済的な特性について（ 

7. ネットワークとアライアンス ＇航空路線ネットワークの考え方や効果、アライアンスの歴史と概要、赤字路線維持策など（ 

8. 運賃とレベニューマネジメント ＇航空運賃の制度、仕組みと収入最大化を目指すレベニューマネジメントの概要（ 

9. FFP とブランド、CS ＇優良旅実囲い込みのための FFP＇フリーケントフライヤープログラム（の概要、ブランドロイヤリティマ

ーケティングの考え方、CS(消費者満足（の考え方（ 

10. LCC の台頭 ＇LCC＇低コストエアライン（の歴史と経営面での特徴など（ 

11. 航空とホスピタリティ、ユニバーサルサービス ＇航空とホスピタリティ、ユニバーサルサービスの重要性について（ 

12. 航空貨物ビジネス ＇航空旅実ビジネスとの違い、航空貨物輸送の概要など（ 

13. エアラインと安全対忚、環境対忚、CSR ＇エアラインで最も重要な課題である安全対忚の説明、CSR(企業の社会的責任（、

騒音対忚、環境対忚について（ 

14. 航空業界の最近の動向 ＇航空業界の最近の動向について、未来の航空について（ 

 

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

各回の授業テーマについて調べてみてください。講義内容の復習をお勧めします。日頃から航空や観光に関する話題を関心を持

って見聞きしてください。 
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成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

筆記試験(Written Exam)(50%)/出席受講状況(25%)/リアクションペーパー(25%) 

【2019 年 8 月 23 日付変更】＇変更理由：担当者からの申し出による（ 変更後：筆記試験＇50%（、平常点＇50%＇出席受講状況＇25%（、

リアクションペーパー＇25%（（  変更前：筆記試験＇50%（、平常点＇50%＇出席受講状況・リアクションペーパー＇20%（、中間レポート

＇30%（（ 

 

テキスト＇Textbooks（ 

毎回講義資料を配布します。 

 

参考文献＇Readings（ 

1. (株)ANA 総合研究所、2015、『エアラインオペレーション入門＇改訂版（』、ぎょうせい 

2. (株)ANA 総合研究所、2015、『航空産業入門(第 2 版（』、東洋経済新報社 

その他、必要に忚じて授業の中で紹介します。 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

毎回、パワーポイントを使用して講義を行います。必要に忚じて映像資料も用います。 

 

注意事項＇Notice（ 
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■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（ 
持続可能な観光の实現とは何かを考える 

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。 

 

You will come to understand the history, definition, and theory of ecotourism, and through a study of its role in modern tourism and 

related issues, you will develop your own ideas about the design of future tourism. 

 

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实態や課題の理

解を通して实践的に学ぶ。ゲストスピーカーの招聘やディスカッションなどにより、インタラクティブで参加型の学びのスタイルを取

り入れる。 

 

You will learn about various types of ecotourism, a concept of tourism based on the ubiquitous theme of sustainable development. 

In class, you will learn theory and basic knowledge based on the development of ecotourism around the world and in Japan, and 

through case studies you will learn about the state and issues of eco tours in a practical manner. This will be an interactive, 

participation style course, featuring guest speakers and discussions, etc. 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. ガイダンス 

2. 理論編＇１（ 世界におけるエコツーリズムの誕生 

3. 理論編＇２（ 世界におけるエコツーリズムの定義 

4. 理論編＇３（ 世界におけるエコツーリズムの定義と概念 

5. 理論編＇４（ エコツーリズム、日本上陸 

6. 理論編＇５（ 日本におけるエコツーリズムの展開 

7. 理論編＇６（ エコツーリズム推進法と推進地域 

8. 総括＇１（ 理論編のまとめと宝探し 

9. 实践編＇１（ 自然保護地域におけるエコツーリズム 

10. 实践編＇２（ 里地里山里海におけるエコツーリズム 

11. 实践編＇３（ 都市域における持続可能な観光 

12. 实践編＇４（ ガイド 

13. 实践編＇５（ 保全と利用の両立課題 

14. 総括＇２（ エコツーリズムの課題と展望 

 

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

授業で関心を持った事柄については自ら調べて理解を深めること。 

授業内では实施できないが、エコツアーに参加すること。 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

筆記試験(Written Exam)(50%)/中間テスト(30%)/コメントペーパー(20%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

授業内で適宜紹介する。 

 

参考文献＇Readings（ 

授業内で適宜紹介する。 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 
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日本エコツーリズム協会 HP＇http://www.ecotourism.gr.jp（ 

環境省「エコツーリズムのススメ」＇https://www.env.go.jp/nature/ecotourism/try-ecotourism/（ 

 

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（ 
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（ 
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。 

 

In this course, you will deepen your understanding of cities, understand and evaluate tourism in large cities, and investigate the 

importance of tourism in urban rebuilding and redevelopment. 

 

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。 

 

Tourism is an extremely important export for large cities, and many of the businesses involved are permanent. Large cities are 

acknowledged to be the most important locations for tourism, and the tourism industry already plays an important role in many 

cities. Recently, not only capital and historical cities, but industrial and other large cities have acknowledged the importance of 

tourism. A reaction paper will be assigned for every class. 

 

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)（ 
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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为催の簿記検定初級を合格しようとするものです。 

 

Students will aim to pass the beginning level of the bookkeeping exam given by the Japan Chamber of Commerce and Industry. 

 

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。また、簿記検定

3 級に向けての指導もしていきます。 

 

Content will focus on obtaining a beginning qualification in the bookkeeping exam given by the Japan Chamber of Commerce and 

Industry since April 2017. This course is for those studying bookkeeping for the first time, so we will begin with learning. We will 

also go over practice questions that are similar to the test in class. Instruction for the 3rd level of the bookkeeping exam will also 

be given. 

 

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。 
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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。 

 

We will look back on the history of tourism policy since the Meiji era, and in particular changes in economic and infrastructure 

policy in the postwar era and their relationship to tourism, the bubble-era economy and resort policy, and other regional 

development policies (under-population, remote islands, peninsulas, etc.). In addition, from the promotion of Japan as a tourism 

nation in recent years to tourism policy as a growth strategy for regional formation, we will focus on governments and local 

governing bodies with the goal of understanding the current situation and issues, as well as the future direction. 

 

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＇为に外貨獲得（、そして戦後の高度経済成長期

＇大衆化、大量化（から現在＇人口減尐、尐子高齢社会（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。 

 

Our lectures will consist of ① clarification of the position of “tourism policy” in the study of tourism, and ② the significance of 

the changes in tourism policy from the Meiji to the early Showa periods (mainly acquisition of foreign currency), and from the 

postwar era of high economic growth (popularization, mass consumption) to the present day (declining population, aging society 

with a low birthrate). Furthermore, while introducing ③ the current state and issues surrounding recent national, prefectural, and 

municipal tourism policy and tourism administration, and we will have lectures on ④ the basic concept behind a tourism nation 

and the significance of tourism policy promotion by local governing bodies. 

 

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. 戦後の観光政策を学ぶ＇観光行政の復活、温泉法、旅館業法、国際観光ホテル整備法など／日本の国立公園制度（ 

4. 国土政策における観光の役割を学ぶ－日本人のための観光政策①＇国土政策・全国総合開発計画・国際観光文化都市・

国土形成計画など（ 

5. リゾート開発政策に学ぶ－日本人のための観光政策②＇総合保養地域整備法、海外のリゾート政策、世界のリゾートなど（ 

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. 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（ 

11. 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（ 

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

13. 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（ 

14. 地方自治体の観光政策に期待すること－人口減尐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、必要に忚じて授業中に行う。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(30%)/リアクションペーパーの提出状況と内容(10%) 

 

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。 
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参考文献＇Readings（ 

1. 盛山正仁著、2012、『観光政策と観光立国推進基本法』＇第 3 版（、ぎょうせい (ISBN:9784324800584) 

2. 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) 

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

4. 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) 

観光庁編、『観光白書＇平成 30 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。   

 

International tourism allows people to freely travel across national borders. The 21st century has become the era of international 

tourism exchange on a global scale. International tourism has a major effect not only on economic aspects such as international 

payment balances, employment, local economies, etc.; but also on non-economic fields such as society, culture, education, and 

the environment, etc. by increasing international mutual understanding and goodwill. The goal of this course is to gain basic 

knowledge of the significance of international tourism, trends in international tourism, activities to encourage foreign visitors to 

Japan, trends in Japanese travelers abroad, tourism policy of various countries, etc., with a focus on the international tourism 

policy of the Japan Tourism Agency.   

 

授業の内容＇Course Contents（ 

国際観光における観光政策のあり方について、我が国のビジット･ジャパン・キャンペーンの取組みなどを中心にその理論と知識

を幅広く实践的に講義を行う。さらに为要観光国におけるインバウンド政策や制度などグローバルな知識を得るとともに、諸外国

と比較した上で、国際観光における日本の観光政策のあり方についても考察する。また、内外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。   

 

Practical lectures will be given on a wide scope of theory and knowledge regarding the state of tourism policy within international 

tourism, focusing on Japan‟s Visit Japan Campaign initiative, etc. In addition to acquiring global knowledge on important inbound 

policies in major tourist countries, we will compare different countries and consider the state of Japan‟s tourism policy within 

international tourism. There will also be lectures featuring guest speakers on international tourism policy both within and outside 

of Japan, etc.   

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. 講義概要説明、国際観光政策とは  

2. 国際観光の意義、沿革、観光立国推進基本法  

3. 我が国の国際観光政策その１  

4. 我が国の国際観光政策その２ 

5. 諸外国の国際観光政策その１   

6. 諸外国の国際観光政策その２    

7. 世界及び我が国の国際観光動向   

8. 訪日外国人旅行者の实態、日本の観光魅力   

9. 国際観光宠伝、ＭＩＣＥの誘致促進その１  

10. ＭＩＣＥの誘致促進その２ 

11. 訪日外国人旅行者の受入体制整備その１  

12. 訪日外国人旅行者の受入体制整備その２  

13. 日本人海外旅行の促進、ＩＲ法 

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。   
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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、2019、『観光白書コンパクト版＇2019 年版（』、財務省印刷局 

2. 村山慶輔、2016、『インバウンドビジネス入門講座 第２版』、翔泳社 (ISBN:9784798144672) 

補助テキストとして以上を使用します。その他は授業時に指示しますが基本的には資料等を毎回配付します。 

 

参考文献＇Readings（ 

1. 櫻川昌哉、2013、『ツーリズム成長論』、慶應義塾大学出版会 (ISBN:9784766420203) 

2. 日本観光振興協会、2012、『新たな集実に挑む！インバウンド BUSINESS』、日本観光振興協会 (ISBN:9784888941723) 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

観光庁 http://www.mlit.go.jp/kankocho/ 

日本政府観光局＇JNTO)  http://www.jnto.go.jp/jpn/ 

授業開始及び終了時の挨拶励行。遅刻及び私語は厳に慎むこと。他人の迷惑になるような私語の場合は退审を命じる。   

 

注意事項＇Notice（ 
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■HA120 

科目コード／科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

HA120／ビジネスコミュニケーション 

(Business Communication) 

担当者名 

＇Instructor（ 
池尾 健(IKEO KEN) 

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（ 

ホテル運営・投資に関連する特定企業と共にクラスを開講。当該企業よりゲストスピーカーを招聘、企業のあらまし、業務の理解

を進めたうえで、現在進行中の特定のプロジェクト＇ホテル開発・ブランド開発（について協働を予定。座学と实践の繰り返しにより、

实務家の育成を企図。 

 

※授業開講時間外の課外活動、プロジェクトも予定 

 

Classes will be held together with designated companies related to hotel management and investment. Guest speakers from these 

companies will be invited, and with a thorough understanding of the company profile and business, students will cooperate with the 

companies on designated projects currently underway (hotel/brand development). Through repeated lectures and practice, we 

intend to develop practitioners of business. 

 

*Activities and projects outside of class time are planned. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

特定企業の各部門担当者が登壇、その企業とその業務内容について理解を進める。座学にて概要を学んだあとは特定のプロジ

ェクトについては担当教員とともに实際に協働。 

 

※移動教审を標榜し、ゲストスピーカー登壇回においては先方の会社もしくは施設にて開催 

 

Representatives of each department in the designated companies will come to class to advance our understanding of the company 

and the content of the work that they do. In class, we will study their company profiles and cooperate with the supervising 

instructor on designated projects. 

 

*We advocate a mobile classroom, and when the guest speakers appear, class will be held at their company or facility. 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. イントロダクション・講義 

2. 講義・ゲストスピーカー 

3. 講義・ゲストスピーカー 

4. 講義・ゲストスピーカー 

5. 講義・ゲストスピーカー 

6. 講義・ゲストスピーカー 

7. 講義・ゲストスピーカー 

8. 講義・ゲストスピーカー 

9. 講義・ゲストスピーカー 

10. 講義・ゲストスピーカー 

11. プロジェクトワーク 

12. プロジェクトワーク 

13. プロジェクトワーク 

14. プロジェクトワーク 

 

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%)/オンラインでの課題(40%)/出席および授業参加(10%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

なし 
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参考文献＇Readings（ 

 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

ネット黎明期からミレニアル世代まで、現代ホテルトレンド概論 

https://forbesjapan.com/articles/detail/19934 

 

授業時間外にもプロジェクトワークを行うため、履修者には相忚の時間貢献が求められる。 

 

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) 

テーマ／サブタイトル等 

＇Theme / Subtitle（ 
観光業をめぐる法律を学ぶ 

担当者名 

＇Instructor（ 
藥師丸 正二郎(YAKUSHIMARU SHOJIRO) 

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

利用する法的思考力を習得する。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。 

 

You will learn systematic knowledge such as laws that are useful for employees of the tourism industry to know, clauses that make 

up the content of contracts with consumers, etc., and acquire an ability to think critically about legal matters that allows you to 

utilize that knowledge. We will take a general look at legal problems related to the tourism industry that occur in modern society. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

１ 観光産業はすそ野の広い産業と言われる。このため，観光産業に従事する者は多くの法律に係ることになる。本講義では，幅

広くに従事する上で関係する法令や約款の内容を講義する。現实に発生した事例を紹介し，法的な考え方を説明した後に，受講

生が自ら法的考察を行う。各授業時に小テストまたは意見発表を实施し，法的思考ができるようになったかを確認する。   

２ 行政書士試験，中小企業診断士試験など資格試験を目指す学生にも役立つように幅広く社会に出てからも必要な法律知識

を学ぶ。 

３ 観光学部の講義のため，理論的側面のみならず，現实に様々な法律がどのように運営されているかを具体的に考える機会を

提供する。講義では，適宜，各種实務家＇税理士，社会保険労務士，行政書士等（を招き，現場の問題や实務について語ってもら

う予定である。 

 

1. The tourism industry is said to be an industry with a broad range. For this reason, employees in the tourism industry come into 

contact with many laws. In this course, I will lecture on the laws, regulations, and contracts that relate to engaging in this wide 

range of business. I will introduce case studies, and after explaining the legal thought process, students will perform their own legal 

analysis. There will be a quiz or statement of opinions in each class, where I will confirm that you can think critically in a legal 

manner.   

2. You will learn a wide range of legal knowledge that will be necessary for future employment, and useful for students wishing to 

take licensing exams such as the Certified Administrative Procedures Legal Specialist exam or the Registered Management 

Consultant exam. 

3. As is suitable for the College of Tourism, this course provides opportunities to think deeply not just about theoretical issues but 

also about how various laws are actually applied. Various professionals (Licensed Tax Accountant, Labor and Social Security 

Attorney, Certified Administrative Procedures Legal Specialist, etc.) will be invited to lectures when appropriate to talk about 

issues and practices in the field. 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. ガイダンス，法とは何か 

2. 民法 

3. 会社法 

4. 個別的労働関係に関する法律＇労働基準法，労働契約法（ 

5. 団体的労使関係に関する法律＇労働組合法（ 

6. 消費者契約法 

7. 個人情報保護法，入国管理法等 

8. 高齢者、障害者等に関する法律＇障害者差別解消法，バリアフリー新法等（ 

9. 税法に関する各種法律 

10. 各種保険＇雇用保険法等（に関する法律 

11. 建築基準法，都市法など土地取引に関する特別法 

12. 旅館業法，宿泊約款，住宅宿泊事業法 

13. 旅行業法，標準旅行業約款 

14. まとめ 

 

授業時間外＇予習・復習等（の学習＇Study Required Outside of Class（ 
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初めて法律を学ぶ学生も多いことから，特に復習に力を入れてほしい。 

事前にテキストや資料を指定するので，この場合は，読んでおくことが臨まれる。 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

筆記試験(Written Exam)(70%)/平常点＇出席態度，リフレクションシートの内容（(30%) 

テキストは，講義初回時において最新のものを指示する。六法は毎回使用するので，各自持参すること。なお，六法は最新のも

のを持参すること。 

 

テキスト＇Textbooks（ 

1. 堀龍兒他、2017、『ビジネス常識としての法律〈第 2 版〉』、日経文庫 (ISBN:978-4-532-11384-1) 

 

参考文献＇Readings（ 

1. 宇賀克也他、2018、『ポケット六法 平成 31 年版』、有斐閣 (ISBN:978-4-641-00919-6) 

2. 鎌田 薫(編修代表)、2018、『デイリー六法 2019 平成 31 年版』、三省堂 (ISBN:978-4-385-15962-1) 

3. 長谷部恭男他、2018、『有斐閣判例六法 平成 31 年版』、有斐閣 (ISBN:978-4-641-00339-2) 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

初めて法律を学ぶ学生が多いと思われるため，具体例を交えながら説明をする。また適宜实務家を招きながら講義を行うので，

講義スケジュールの順番に変更が生じることがあり得る。この場合には事前に告知する。 

 

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。 

 

There is a view that judges the good or bad of a company based on money. It is often referred to as the language of business. The 

aim is to cultivate students with an eye on society and industry, acquiring the knowledge to gain employment and enter the 

workforce. 

 

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。 

 

The contents will check students‟ knowledge of accounting - that is said to be the language of business, while gaining the ability to 

distinguish the merits of a company. Essentially, we will see the power and ability to make money, judged from the perspective of 

stability and soundness. 

 

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。 

 

You will learn about project finance as applied in domestic and foreign urban development, infrastructure development, etc. and 

understand basic financial perspectives and various elements of financial planning for businesses, with the goal of making use of 

this knowledge in project planning for corporate management or regional development, etc. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

会計、金融の基礎的な考え方をベースとして、事業計画、資金調達計画、収支計画、資金管理等、プロジェクトを支える財務面で

の検討内容・方法を、实務的な観点から説明をするとともに、具体的事例を取り上げ、理解を深める。事例研究については、プロ

ジェクトファイナンス以外の地域活性化等の事例も取り上げ、幅広い事業検討の視点を身につける。 

 

From a base in basic accounting and finance concepts, I will explain from a practical point of view the investigation contents and 

methods of the financial aspect of project support such as business planning, capital procurement planning, income planning, 

capital management, etc., and we will look at specific case studies to deepen your understanding. In case study research, we will 

also look at cases of regional revitalization, etc. outside of project finance in order to gain a broad perspective of business 

investigation. 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. オリエンテーション ＇講義の目的と計画・内容、プロジェクトファイナンスの概要（ 

2. 会計の基本的理解 ＇バランスシートと損益計算書（ 

3. 金融の基本的理解(1) ＇金融の考え方、資本金と借入金（ 

4. 金融の基本的理解(2) ＇資金の時間価値、資本コスト（ 

5. プロジェクトファイナンスの歴史 ＇金融制度やリスク認識の変化とプロジェクトファイナンスの展開（ 

6. 事業スキームの構築(1) ＇事業参画プレーヤーとそれぞれの目的（ 

7. 事業スキームの構築(2) ＇想定されるリスクとその対忚（ 

8. 資金調達計画の検討 ＇融資契約の形態、リスクマネーの導入、ファンドの活用（ 

9. 収支計画の策定 ＇キャッシュフローモデルの概要（ 

10. 事例研究(1) PFI 

11. 事例研究(2) 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（ 

講義時に必要に忚じて指示する。関心や興味に忚じて参考文献により、理解を深めていただきたい。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していただきたい。 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

最終テスト(Final Test)(30%)/中間レポート(40%)/授業中での質問・意見等やリアクションペーパーの内容(30%) 

中間レポートの提出と最終テスト＇授業最終日（の対忚は必須です。 

 

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实務』、金融財政事情研究会 (ISBN:978-4-322-12302-9) 
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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，朋をクリーニングに出す，ホテルに泊まる，美容院でカットする，学校で学ぶ，病院に行く・・・等々，私た

ちはたくさんのサービスを利用することで生活を営んでいます。そうしたサービスが，どのように生み出され，利用され，そして評

価されているのか・・，顧実に満足してもらえるサービスを提供するため企業はどのような仕組みをつくり，工夫を凝らしているの

か・・，皆さんの身近にあるサービスの特性を知り，ビジネスに活かしていくための基本的な課題を理解することが授業のねらい

です。 

 

We use many services in the course of our daily lives, such as riding a train, eating at a restaurant, dropping clothing off at the dry 

cleaners, staying at a hotel, getting a haircut at a salon, learning at a school, going to a hospital, etc. The aim of this course is to 

understand how such services are created, used, and evaluated, what kind of mechanisms companies are creating and arranging in 

order to provide service that satisfies the customer, the characteristics of familiar services, and basic topics used in business. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

この授業では，「よいサービスとは何か」「顧実に満足してもらえるサービスを提供するにはどうすればよいのか」「継続的に利用

してもらうにはどうしたらよいのか」といったテーマを中心に考えていきます。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。 

 

In this course, we will focus on themes such as “What is good service?” “How can I provide service that satisfies the customer?” 

and “How can I get customer loyalty?” We will cover familiar case studies to learn the basic perspective and issues of service 

management. 

 

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？＇顧実満足と顧実ロイヤルティ（ 

ＥＳ＇従業員満足（はＣＳ＇顧実満足（に通ず＇サービス・プロフィット・チェーン（ 

7. サービスの特性は利点か欠点か？＇サービスの｢工業化｣と｢個実化｣（ 

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”にどう対忚する？＇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＇顧実の知覚コスト（ 

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. 実単価と稼働率、どちらが大事？＇イールド・マネジメント（ 

13. 顧実の苦情にどう対忚する？＇サービス・リカバリー（ 

14. サービス・ビジネスの現代的課題＇シェアリングエコノミーと新たなサービス・ビジネス（ 

ホスピタリティとサービス＇もてなし型サービスとは（ 

 

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

皆さんのまわりにはサービスを考えるための「生きた教材」があふれています。電車やバスに乗る時，カフェでコーヒーを飲んだり，

ファストフードやファミレスで食事をする時，旅行に行ったり，ホテルに泊る時，風邪をひいて病院に行った時・・・｢よいサービスっ

てなんだろう｣｢利用者に満足してもらい，また利用してもらうにはどんな工夫をすればよいのだろう｣・・・そんなことをチョッと考えて

みてください。常に現实に目を向け，講義や文献で学んだ知識と，身近な事例や体験を結びつけて考えてみることで，サービス・

マネジメントをよりイキイキと学ぶことができるはずです。 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

筆記試験(Written Exam)(80%)/課題、リアクションペーパーなど(20%) 
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テキスト＇Textbooks（ 

なし 

 

参考文献＇Readings（ 

 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

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。 

 

This lecture aims to present an overview of the history, and basic knowledge of the I.T. Industry. 

 

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講義する。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、

フィンテック等についてもあつかう。 

 

Sorting the flow of I.T. businesses to date, we will examine case studies on how various industries have used technology, such as 

in the financial and service sectors. In the second half, lectures will highlight the business model and its particular features. Also 

covering recent, prevalent themes, such as smart communities, big data and fintech. 

 

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. Ｂ to Ｂ 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（ 

 

 



 - 80 - 

■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。 

 

You will come to understand the function and role of information in travel and tourism, as well as how travel information systems 

support modern travel and tourism, and you will be able to design information reception and transmission systems appropriate for 

travel and tourism. 

 

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。授業は講義と履修者同士のグループディスカッションを通じて展開する。なお、履修者とのコミュニケーシ

ョンにはリアクションペーパーを用いる。 

 

First, I will explain the relationship of information and information systems to travel and tourism, based on the mechanisms and 

history of travel and tourism. Then I will explain how information related to travel and tourism has been sent and received. I will 

further explain the current situation and outlook for travel and tourism information systems. After that, we will discuss how 

information and information systems support modern travel and tourism. At that time, we will cover specific case studies. Classes 

will consist of lectures and group discussion among students. Note that reaction papers will be used for communication with 

students. 

 

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【講義・質疑忚答】 

2. 旅行情報とガイドブック・旅行番組＇1（【講義・質疑忚答】 

3. 旅行情報とガイドブック・旅行番組＇2（【講義・グループディスカッション】 

4. 旅行情報と SNS＇ソーシャル・ネットワーク・サービス＇1（【講義・質疑忚答】 

5. 旅行情報と SNS＇ソーシャル・ネットワーク・サービス＇2（ 

6. 旅行情報とホテル予約システム【講義・質疑忚答】 

7. 旅行情報と航空予約システム【講義・質疑忚答】 

8. 旅行情報と OTA＇Online Travel Agent（海外【講義・質疑忚答】 

9. 旅行情報と OTA＇Online Travel Agent（日本【講義・質疑忚答】 

10. 旅行情報と GDS＇Global Distribution System（の歴史【講義・質疑忚答】 

11. 旅行情報と GDS＇Global Distribution System（の展開【講義・質疑忚答】 

12. 旅行情報と観光産業の経営情報＇1（【講義・質疑忚答】 

13. 旅行情報と観光産業の経営情報＇2（【講義・グループディスカッション】 

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。必要に忚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、实際に任意のホテル、航空券などを検索してみる＇实際に予約・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（ 

必要に忚じてレジュメ、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。授業では履修者同士のグルー

プディスカッションを行い回がある。毎回リアクションペーパーの提出を求め、次回授業の冒頭に質問等について回答する。 
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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／旅行業経営实務 

(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、为に旅行業を取り巻く経営環境、そ

れに対忚する経営の实際、取り組むべき課題、将来像などを理解する。 

 

 This course aims to develop human resources who will play a central role as future managers, leaders etc. in the travel and 

tourism industries. Students will come to understand the business environment mainly in the travel business as well as the 

realities of management dealing with it, issues which should be addressed, and future prospects, etc. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

 旅行産業・観光産業のマーケット環境の変化とそれに対忚する旅行会社の具体的な経営戦略、営業戦略、リスク管理等を分析

する。旅行会社の経営特性、情報システム、旅行情報ビジネス、旅行・観光を取り巻く最新トレンド及び観光関連団体の活動等に

ついては、日本最大の旅行会社である JTB の経営陣及び観光関連団体の幹部が具体的、实態的事例に基づき講義する。これ

により旅行産業の経営構造、事業構造の核心を学ぶ。旅行産業論を履修していると、理解を深めやすい。 

 

 We will analyze changes in the business environment of the travel and tourism industries, as well as specific management 

strategies, sales strategies, risk management, etc. of travel services providers dealing with those changes. Executives and core 

personnels from JTB, the largest travel service provider in Japan, and from tourism-related organizations will give lectures based 

on specific, actual cases regarding the characteristics of travel business management, information systems, travel information 

business, recent trends involving travel and tourism, and the activities of tourism-related organizations, etc. From these, we will 

learn the core of the management structure and business structure of the travel industry. If you have taken the Travel Industry 

course, it is easier to deepen your understanding. 

 

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. 旅行情報に関するビジネス 

8. グローバル・ツーリズム 

9. 旅行業と地域活性化 

10. 観光におけるデジタルマーケティング 

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。 
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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：10/1、10/15、10/29、11/12、12/10、1/7、1/21 の日程で開講する。 

 

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。  

 

Our objective is to understand the purpose and significance of holding a convention (MICE), the requirements of the convention 

locations, etc., as well as to deepen understanding of the state of marketing of convention locations and facilities.  

 

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。 

 

Countries and regions throughout the world are working to promote the convention industry (MICE) with the goal of economic 

revitalization and enhancing industrial competitiveness, etc. 

In this course, through theory, case studies, and group work, etc., we will aim to learn the attractiveness and mechanisms of the 

convention (MICE) industry from the dual perspectives of the market and the location. We will also use the 3C and SWOT analysis 

methods to learn about regional MICE strategy building. 

 

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. 現場实習：コンベンション施設視察＇予定が合わない場合は教审で演習（ 

14. 現場实習：コンベンション施設視察＇予定が合わない場合は教审で演習（ 

 

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)（ 
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注意事項＇Notice（ 
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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の概観・集実施設計画・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：2019 年 8 月 1 日＇木（・2 日＇金（・5 日＇月（ 

※1 日＇木（・2 日＇金（は 1～5 限、5 日＇月（は 1～4 限で行う 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

１（エンターテイメント産業における個別業界の概要を説明できる。 

２（集実施設の空間計画手法を体系的に理解する。 

３（集実施設の顧実や利用者となる「人」の心理や行動の法則性・原理原則を考察する。 

 

1) To be able to provide an overview of individual industries in the entertainment industry. 

2) To systematically understand space planning methods in customer facing facilities. 

3) To consider the psychological and behavioral laws and principles of the people who will be customers and users. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

テーマパーク、映画、鑑賞レジャー、音楽コンテンツ、カラオケ、ゲームセンターなどの都市型エンターテイメント産業について、経

営学的・集実戦略的・空間計画的側面から考察しながら各産業を概観する。テーマパークについては特に、世界のディズニーラ

ンドを比較分析しながら、あらゆる集実施設に忚用できる、行動科学・心理学的なアプローチによる空間計画手法を講義する。ま

た、エンターテイメント施設の集実戦略を 18 の視点から捉え、利用者行動からみた魅力的な空間づくりの手法を学ぶ。複合化、

休憩空間、ユニバーサルデザイン、福祉対策、空間単位、安全対策などは重点的に解説する。個別に取り上げる、映画、鑑賞レ

ジャー、音楽コンテンツ、カラオケ、ゲームセンターなどの産業は、それぞれの業界概要、需要動向、経営動向、今後の展望や課

題などについて、事例を踏まえながら学習する。 

 

An overview of each type of urban entertainment industry, such as theme parks, movie entertainment, sightseeing leisure, music 

content, karaoke, game centers etc. considering each from the aspect of management, attracting customers and strategic 

planning. The theme park lecture analyzes Disneyland in particular, applying behavioral science and psychological approaches to 

customer attraction facilities, in space planning methods. In addition, by grasping the attraction strategy from 18 points of view 

from entertainment facilities, students will learn methods of creating attractive spaces from the perspective of user behavior. 

Complexity, rest space, universal design, welfare provision, space units, safety measures etc. will be emphasized in this 

explanation. Using examples from issues, future prospects, demand and business trends, students will study outlines of each 

industry, such as movies, sightseeing leisure, music content, karaoke and game centers. 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. テーマパーク業界の概要 

2. ディズニーランドの空間科学＇１（ 

3. ディズニーランドの空間科学＇２（ 

4. ディズニーランドのバリアフリー 

5. ディズニーランドの接実サービスおよび成立与件 ＇小テスト（ 

6. 集実施設の経営戦略、集実施設の複合化 

7. 集実施設の休憩空間 

8. 集実施設のユニバーサルデザイン、福祉対策 

9. 集実施設の空間単位 

10. 集実施設の安全対策 ＇小テスト（ 

11. 産業論：映画 

12. 産業論：鑑賞レジャー、音楽コンテンツ 

13. 産業論：カラオケ 

14. 産業論：ゲームセンター ＇小テスト（ 

 

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

１（参考文献を事前に読み、予習しておくこと。２（授業時の質疑忚答に対忚できるようテーマについて考察しておくこと。３（エンタ

ーテイメント産業の概要を独自に調べておくこと。 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 
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授業内発言点(10%)/小テスト①(30%)/小テスト②(30%)/小テスト③(30%) 

発言点は、授業内で有効な発言をした場合に加点する。 

 

テキスト＇Textbooks（ 

特に指定しない。 

 

参考文献＇Readings（ 

1. 山口有次、2015、『新 ディズニーランドの空間科学』、学文社 (ISBN:4762025097) 

2. 山口有次、2008、『観光・レジャー施設の集実戦略』、日本地域社会研究所 (ISBN:4890228829) 

3. 余暇総研、2018、『レジャー白書 2018』、日本生産性本部 (ISBN:4820120794) 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 
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■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枞組みを理解する。また地域为体の实践的な取り組みの構造を理解する。 

 

You will come to understand the framework of administrative planning targeting regional development. You will also come to 

understand the structure of the practical initiatives of regional communities. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

地域開発の基本的枞組みを理解する。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。 

 

You will come to understand the basic framework of regional development. In the first half of the course, we will cover municipal 

planning and infrastructure planning as regional design, and think about future trends. In the latter half, we will go over case studies 

of community building via slides and video, and deepen our understanding of the multifaceted nature of regional communities and 

possibilities for future development. 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. ・シラバスについて 

・人口減尐・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 

・行政計画における市町村計画,役割とその変遷 

3. 地域のデザイン 2 

・その他の計画,条例,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,国土形成計画等 

5. 国土のデザイン 2 

・地域版総合戦略,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,里山資本为義（、地域経済循環型社会 

・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,自然・文化遺産,農業遺産 

10. 公民連携＇PPP（ 

・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,ニュータウンの活性化 

・町並み,景観,DMO,リノベーション,多様な活用方策,エリアマネジメント 

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,地域再生,復興特区,コンパクトシティ等 

14. 海外事例,補足,まとめ 
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授業時間外＇予習・復習等（の学習＇Study Required Outside of Class（ 

各講義ごとに,プリント配布。次回の予告も行う。その都度,読むべき資料を示す。 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

最終レポート(Final Report)(40%)/中間レポート(35%)/日常態度(25%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

なし 

 

参考文献＇Readings（ 

1. 田村明、1999、『まちづくりの实践』、岩波新書 

2. 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。 

 

You will come to understand that a landscape is not just its scenery but a phenomenon of interaction between people and 

environments. After learning about the various relationships between people and societies who create landscapes and their 

environment, we will consider various issues related to preservation of landscapes and the environment in relation to tourism. 

 

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。 

 

After reviewing various concepts related to landscapes, along with landscapes concepts related to tourism, I will introduce 

analysis and evaluation methods, as well as design and preservation methods from the point of view of spatial/regional planning 

theory. In addition, we will divide natural landscapes, urban landscapes, agricultural village landscapes, fishing village landscapes, 

etc. into specific spaces, and consider the current situation and issues surrounding them with regard to people‟s lives, especially 

when it comes to tourism and recreation. I will also introduce the position of landscape concepts in environmental ethics. 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. イントロダクション＇環境・景観・風景（ 

2. 景観概念の多義性 

3. 景観の評価 

4. 景観の知覚 

5. 景観のデザイン 

6. 景観保全の計画 

7. 景観保全の制度 

8. 自然景観 

9. 都市景観 

10. 農山村景観 

11. 漁村・港湾景観 

12. 文化的景観・産業景観 

13. 環境倫理と景観 

14. 観光と景観＇風景観の変遷（ 

 

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

授業時に必要に忚じて別途指示する。 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

レポート試験(Report Exam)(100%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

特に指定しない。レジュメを配布 

 

参考文献＇Readings（ 

講義の中で紹介 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 
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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（ 
都市計画の基礎を学ぶ 

担当者名 

＇Instructor（ 
西川 亮(NISHIKAWA RYO) 

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（ 

都市計画に関する基本的知識を身に付け、都市空間の見方や分析方法を習得する。また、観光地を観光地として成立させるの

に影響を与えている都市計画関連制度について理解する。 

 

You will gain basic knowledge about urban planning, and learn how to look at and analyze urban spaces. You will also come to 

understand urban planning systems and their effects on the establishment of tourist spots. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

我が国における都市計画の基本的な考え方やその歴史的経緯を理解した上で、観光との関わりが深い都市保全や景観法につ

いて学ぶ。 

この授業を通じて、都市とは何か、都市はどうやって出来上がっているのかということへの関心を高める。 

 

After understanding the basic concept of urban planning in Japan and its historical background, you will learn about the urban 

preservation and landscape laws, which are deeply connected to tourism. 

In this course, we will raise our level of understanding of what cities are and how they are formed. 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. イントロダクション 

2. 現在の都市計画制度＇１（ 

3. 現在の都市計画制度＇２（ 

4. 現在の都市計画制度＇３（ 

5. 都市計画の歴史＇１（ 

6. 都市計画の歴史＇２（ 

7. 都市計画の歴史＇３（ 

8. 都市計画の歴史＇４（ 

9. 都市計画と歴史的環境保全＇１（ 

10. 都市計画と歴史的環境保全＇２（ 

11. 都市計画と景観＇１（ 

12. 都市計画と景観＇２（ 

13. 海外の都市計画＇１（ 

14. 海外の都市計画＇２（ 

 

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

最新の都市計画やまちづくり事情に関するシンポジウム等の情報を提供するので、それらに積極的に参加してもらいたい。 

 

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(20%)/レポート課題(20%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

授業中に適宜案内する 

 

参考文献＇Readings（ 

 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 
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■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「接実業務」以

外に広がる産業の多様性を理解する。 

 

We will learn about the environmental changes surrounding the accommodation industry, made up of hotels and inns, and its 

business structure, and we will understand that the industry is far more diverse than the “service industry” that generally comes 

to mind when you hear “accommodation industry.” 

 

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についてグループワークなどを通じて想像を進める。 

 

※移動教审を標榜し、ゲストスピーカー登壇回においては先方の会社もしくは施設にて開催 

 

I will introduce changes such as the rise of the sharing economy through services like Airbnb and Uber, and the large trend 

towards redefining the industry structure due to AI/IoT. In order to understand how those large changes will affect the existing 

accommodation industry, we will come to understand an outline of the current industrial structure, and through group work, etc., 

we will imagine the future direction of the industry. 

 

*We advocate a mobile classroom, and when the guest speakers appear, class will be held at their company or facility. 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. 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. 観光①＇ゲストスピーカー（：「泊まれる施設」の再定義：登壇者未定 

3. 観光①＇グループワーク（：「泊まれる施設」の再定義 

4. 観光②(講義 or ゲストスピーカー（：異業種との化学反忚 

5. 観光②(ゲストスピーカー（：異業種との化学反忚：登壇者未定 

6. 観光②(グループワーク（：異業種との化学反忚 

7. 観光③＇講義 or ゲストスピーカー（：地域をつなぐ面の役割 

8. 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. 観光③＇グループワーク（：地域をつなぐ面の役割 

10. Tech①(講義 or ゲストスピーカー（：テクノロジーによるイノベーション 

11. 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. 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. 運営①(講義 or ゲストスピーカー（：人が介在する余地 

14. 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%)/オンラインでの課題(40%)/出席および授業参加(10%) 

 

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)（ 

ネット黎明期からミレニアル世代まで、現代ホテルトレンド概論 

https://forbesjapan.com/articles/detail/19934 

 

授業時間外にもプロジェクトワークを行うため、履修者には相忚の時間貢献が求められる。 

 

注意事項＇Notice（ 
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■HA351 

科目コード／科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

HA351／宿泊経営实務 

(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。 

 

In this course, I will conduct lectures on the theme of maximizing investment effectiveness, with a focus on hotel investment and 

financing, based on what you learned about hotel management through Introduction to Lodging Industry, with the goal of creating 

a business plan. 

 

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。 

 

In this course, I will conduct lectures on the basic knowledge and history of real estate investment with the goal of creating and 

analyzing a business plan for various forms of business from the development phase. 

In the final lecture, I plan to invite top managers from the real estate and finance industries to give talks on the current state of 

business in their field as it relates to this course. 

 

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. 事業計画書策定・分析 

9. 事業計画書策定・分析 

10. ホテル投資ケーススタディ② 

11. 収支プロジェクション策定 

12. ホテル投資ケーススタディ③ 

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（ 

毎回講義後、10 分間の小テストを实施。 

各ケースでは課題説明講義後 1 週間で A4 版 3 枚程度のペーパーを次回講義時に提出。 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

ケース 1(20%)/ケース２(20%)/ケース３(20%)/ゲストスピーカー感想文(10%)/毎講義後小テスト(20%)/最終テスト(Final Test)(5%)/最

終レポート(Final Report)(5%) 

 

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 
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その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

Excel スキルが必須。 

 

本講義履修者は「宿泊産業概論」＇2015 年度以前入学者は、「宿泊産業論 1」（を履修していることが望ましい。 

＇本講義は「宿泊産業概論」＇2015 年度以前入学者は、「宿泊産業論 1」（を基礎とした忚用的な内容であるため（ 

 

注意事項＇Notice（ 
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■HA352 

科目コード／科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

HA352／ホスピタリティ産業経営 

(Management in Hospitality Industry) 

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（ 
TRS3100 

言語 

＇Language（ 

日本語 

(Japanese) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

ホスピタリティ産業におけるビジネスの構造を分析した文献の学習とともに、経営の实態を調べて理論と实践について理解を深

める 

 

You will study literature analyzing the business structure of the hospitality industry, explore the current state of management, and 

deepen your theoretical and practical understanding. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

ホスピタリティ・ビジネスの経営に関する国内外の文献を用いて理論的な知識を学習しながら、实際の経営实態についてグルー

プワークで調査して分析する 

 

While using domestic and foreign literature to acquire theoretical knowledge of hospitality business management, you will 

investigate and analyze the current state of management through group work. 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. 授業の概要ー授業の運営について 

2. ホスピタリティ産業の概要を理解する＆グループ決め 

3. ホスピタリテイ産業の経営に関する国内文献 1 

4. ホスピタリテイ産業の経営に関する海外文献 1 

5. グループワークで調査する内容を決定し、調査方法について講義 

6. ホスピタリテイ産業の経営に関する国内文献 2 

7. ホスピタリテイ産業の経営に関する海外文献 2 

8. ホスピタリティ産業の歴史＆グループワークに関する指導 

9. ホスピタリティ産業＇宿泊施設（の経営事例 1＆グループワークに関する指導 

10. ホスピタリティ産業＇宿泊施設（の経営事例 2＆グループワークに関する指導 

11. ホスピタリティ産業＇飲食業（の経営事例 1＆グループワークに関する指導 

12. ホスピタリティ産業＇飲食業（の経営事例 2＆グループワークに関する指導 

13. グループワークの最終発表 

14. まとめ 

 

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

授業時間外に文献の検索、整理、分析やまとめの学習時間が必要である。 

また、グループワークで調査する活動に時間が必要であるため、グループメンバーと 

協力して学習する姿勢がまず求められる。 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

個人レポート(40%)/グループレポート(40%)/授業内参加＇質問・発言など（(20%) 

グループワークは、实際にホスピタリティ・ビジネスの現場を訪問して調査を行う内容である。 

 

テキスト＇Textbooks（ 

テキストは使用せず、新聞・雑誌・学術論文・図書館のデータベースを使用する。 

 

参考文献＇Readings（ 

授業中に紹介します。 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

授業中に紹介します。 

 

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。 

 

Local natural environments with unique characteristics are essential resources for tourism. We will learn the points of value and 

their utilization as tourism resources, understanding the background to the formation and maintenance of diverse natural 

environments in various parts of Japan and around the world. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

自然環境は、各地域によって多様であり、そのことが地域の特性を育んでいる。このような多様な自然は、その地域を訪れたいと

いう地域外からの利用実の動機・ニーズとなり、観光資源となる。本授業では、世界各地あるいは日本各地を例にして、地学的側

面と生態学的側面から地域の自然の成り立ちについて解説を行う。授業の前半部分では山岳や火山・温泉、川や氷河に関わる

自然環境を、後半部分では沿岸・海洋、島にかかわる自然環境を対象に紹介する。なお、授業は、パワーポイント等を用いて、写

真や動画、図表を示しながら行う。また、毎回図表等の資料を配付する。 

 

The natural environment is diverse in each area, and this fosters its uniqueness. This diversity of nature is a driver of demand from 

tourists from outside of the area to visit, and becomes a tourism resource. In this class, we will explain the origins of a region‟s 

nature in terms its geographical and ecological aspects, using examples from Japan and around the world. The first half of the 

class will introduce natural environments related to mountains, volcanoes, hot springs, rivers and glaciers, while the second half 

will cover coasts, oceans and islands. In addition, classes will be conducted using PowerPoint etc. while showing photographs, 

videos and charts. In addition, materials such as charts will be distributed in each class. 

 

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（：知っておきたい火山のリスク 

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、滝を作る作用 

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、山の手と下町 

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。 
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その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 
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■HA358 

科目コード／科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

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、社会経済情勢を的確に把握するため、分析力を持つ人材を求めています。 

本講義では、講義と演習を通じて分析力を身に着けることを目標とします。 

 

In light of the prolonged economic downturn since 2000, policy evaluations (administrative evaluations) have been introduced to 

national and local governments, who in turn are demanding more effective operations within limited budgets. 

Currently the public sector demands personnel with the analytical skills to clearly understand socioeconomic conditions. 

The goal of this course is to gain analytical abilities through lectures and seminars. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

統計基礎及び分析手法を身に着けることを目的に演習を進め、政策現場におけるエビデンスの重要性を体感してもらいます。 

 

We will conduct seminars with the objective of learning basic statistics and analysis methods, and experience the importance of 

evidence in the policy field. 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. ガイダンス、政策評価制度の意義、概要 

2. 統計基礎 

3. 統計演習 1 

4. マスコミと観光、ゲストスピーカー① 

5. 統計演習 2 

6. 地域特性分析演習 1 

7. 地域特性分析演習２ 

8. 中間テスト、解説 

9. ビッグデータと観光 ゲストスピーカー② 

10. 地理情報システム１ 

11. 地理情報システム２ 

12. 地方都市の観光政策、ゲストスピーカー③ 

13. 地理情報システム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（ 

授業で扱った演習は、復習したうえで出席する。 

 

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（ 

なし 

 

参考文献＇Readings（ 

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) 

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 Excell による市民のための GIS 講座』、古今書

院 (ISBN:9784772241625) 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

演習資料の配布は Blackboard を使用します。 

 



 - 101 - 

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。 

 

The goal of this course is to understand corporate and industrial trends, and gain the ability to analyze corporations and industries. 

 

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など比較的最近のトピックについても紹介する。 

 

We will cover various industries related to tourism. We will analyze industries and corporations. We will further explore the topics 

of corporate and organizational management. In the latter half of the course, we will introduce relatively recent topics such as 

corporate social responsibility. 

 

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) 

テーマ／サブタイトル等 

＇Theme / Subtitle（ 

「組織」とは何か、「人的資源経営」の目的と意義は何か：  雇用・昇進・報酬など組織で

の人事制度において、私たちは、どのように働き、働くことから、どのように人の役に立

ち、社会に貢献し、成長できるのか？ 

担当者名 

＇Instructor（ 
村上 綱实(MURAKAMI TSUNAMI) 

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（ 

 「組織」と「人的資源経営」を学ぶことは、組織の中でいかに生き、自分を成長させるかを問いかけることです。履修者が、近い

将来、直面する就業状況を正確に認識し、どう対処・意思決定するかをシミュレートできる分析ツールを学習・修得します。 

 

 To study organizations and human resources management is to ask how one can live within an organization and continue to grow. 

Students will learn analytical tools they can use to recognize the employment situations they will face in the near future, and to 

simulate how to handle them and make decisions. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

 組織管理・雇用・昇進・賃金制度の理論とケース・スタディを講義します。働くことの「動機解明」では「人間の自然な感情の作用」

に着目します。私たちは「必要とされ」、「感謝され」、「人の役にたち」、「社会に貢献でき」、「無償であること」に強く動機づけられ

ています。金銭は命の次に大切ですが、それ以上に人を強く動機づけるものもあります。組織の中で健康に生活し、職業を通して

生きる意味を見い出す必要があります。 

 

 Lectures will be on organizational management, employment, promotion, wage system theory, and case studies. We will look at 

the actions of natural human emotions to explain the motivations behind labor. We are strongly motivated to be needed, to be 

thanked, to be useful to others, to support our society, and to do so without compensation. Money is the next most important 

thing after life, but there are other things that provide even stronger motivation. There is a need to live a healthy life within an 

organization and to bring out meaning in our lives through our work. 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. 「組織」とは何か、「人的資源経営」とは何か？ および本授業の履修と単位取得ために必要な学習指導と解説＇＝オリエン

テーション： 小論文の書き方・小テストの内容と準備のための学習方法など（ 

2. 経営システムの国際比較： 日本型経営システムの研究の系譜とその限界 

3. 組織での「チーム効果」の意思決定と事業運営： 「職場集団」と「チーム効果」 

4. 長期安定的雇用および生活給としての年功制の合理性と能力・成果为義・研究開発への要請 

5. 「内部労働市場システム」と「雇用ポートフォリオ」： 職業のポートフォリオと「副業」・「複業」 

6. 企業組織の競争力の戦略と職務への動機づけ： 「株为資本为義」と「準共同体的資本为義」 

7. 働く意味の問いかけ： 「利害動機」と「義務動機」・営利ビジネスの非営利性と倫理的意味 

8. 分配の公正性と生活保障： 働く意味とカント的自由およびロールズの正義論とビジネス 

9. 雇用形態の多様化と人事制度・能力開発： 尐子高齢化と女性就業者・高齢者の人材活用および AI と IoT の産業ロボット

の効果 

10. 雇用管理： 採用、配置・移動、退職 

11. 人事制度と昇進・昇格： 人事考課制度の目的と仕組み・運用 

12. 能力開発とキャリア開発： 日本の能力開発・キャリア形成と CDP 

13. 報酬制度と福利厚生： 賃金の性格と決定基準・日本の賃金の変遷＇「職務給」と「生活給」（ 

14. 労働時間管理： 労働時間管理の目的と課題・労働時間の柔軟化の諸制度 

 

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

 各授業の为題を構成する論点・基本用語についてテキストの該当部分を熟読してください。 

 授業で扱う重要な用語解説などについての小論文試験、および授業内容の理解度確認のための小テスト＇四肢択一（・最終テ

スト＇四肢択一（を实施します。小論文試験の問題は前もって開示し、小論文の構成や文章の書き方も詳しく指導・解説します。小

テスト・最終テストの問題と解答も、原則として、前もって開示し、わかり易く解説しますので、確实に予習・復習すれば問題ありま

せん。 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

小論文 1(10%)/小論文 2(10%)/小テスト 1(10%)/小テスト 2(10%)/小テスト 3(10%)/小テスト 4(10%)/最終レポート(Final Report)(15%)/



 - 104 - 

最終テスト(Final Test)(25%) 

レポートの書き方については詳しく説明します。授業内容確認テストの問題と解答は实施前に公開します。 

 

テキスト＇Textbooks（ 

1. 村上綱实、2018、『非営利と営利の組織理論』、絢文社 (ISBN:978-4915416163) 

 その他、関連教材は、Web サイトから閲覧・ダウンロードできるようにします。 

 

参考文献＇Readings（ 

 参考文献・重要論文などは、必要に忚じて授業中に指示し、本授業専用の Web サイトから一部分ダウンロ―ドできるようにしま

す。教材として扱った動画もサイトからストリーミング再生できるようにします。 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 授業専用のWebサイトを運営し、授業に必要な情報はすべてサイトで閲覧でき、一部分はダウンロード可能にします。URLは授

業中にお知らせします。より個別的で必要な情報提供は、Eメールで対忚します。質問・各種問い合わせなどには、24時間以内に

回答し、履修者の学習をサポートします。 

 

注意事項＇Notice（ 

 

 

  



 - 105 - 

■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（ 
新時代を創造する有力企業の戦略と实践を学ぶ 

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：9/25、10/9、10/30、11/13、11/27、12/18、1/15 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

「戦略とは何か？」について、代表的な戦略理論とツーリズム産業をはじめとする企業实践＇ケーススタディ（を通して理解する。

合わせて、社会人としての必須資質である戦略的思考法を身につける。 

 

“What is strategy?” You will understand this through representative strategical theory and case studies of the tourism industry, 

etc. At the same time, you will learn the strategical thinking necessary to function in the workforce. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

日本のツーリズム産業はグローバル競争の中で戦略の転換期を迎えている。当講座では、2020 年東京五輪に向けたビジネスチ

ャンスを見据え、代表的な戦略理論の理解と为要なツーリズムおよびサービス関連企業のケーススタディ＇实践（を融合した参加

型授業を行う。 

観光・広告・メディア業界等のトップ企業から戦略を統括するキーマンをゲストに迎え、最新の企業戦略を体感することで、学生自

身の将来を考える有益な機会を設けたい。 

 

This is a strategical turning point for Japan in the globally competitive tourism industry. In this course, we will consider the 

business opportunities presented by the 2020 Tokyo Olympics while conducting participatory classes that combine an 

understanding of representative strategical theory with major tourism and service industry-related case studies. 

We will invite key persons from top companies in the tourism, advertising, and media fields, etc. who oversee their company‟s 

strategy as guest speakers, and through experience of the latest corporate strategy, students will be given an advantageous 

opportunity to think about their future. 

 

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. 戦略の構想＇理念とビジョン（ 

4. 戦略の構築＇マーケット環境と経営資源（ 

5. 成長戦略 

6. ゲストセッション①＇広告業界（ 

7. 競争戦略 

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＇資源ベースの戦略（ 

10. ゲストセッション②＇ツーリズム業界（ 

11. 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. プラットフォーム戦略＇ＧＡＦＡが創造する世界（ 

14. ビジョナリーカンパニー＇真に優れた企業とは（ 

 

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・発表(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 
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2. 沼上幹、2010、『わかりやすいマーケティング戦略』、有斐閣パルマ 

3. 竹中平蔵、2017、『第 4 次産業革命』、ＰＨＰビジネス新書 

初回講義時および通常講義内に随時紹介します 

 

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＇リクルート・博報堂・グーグル等（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

アルな考え方と实践を学び、受講者との交流の場を提供する。 

 

注意事項＇Notice（ 
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■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（ 
羽生 冬佳(HANYU FUYUKA) 

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（ 

観光を計画するとはどういうことか、またよりよい観光地づくりとは何を目指すことか、といったことについて理解するとともに、計

画技法を身につける。 

 

Students will come to understand what should be the aim of planning for tourism to create better tourist destinations, and will 

learn planning techniques. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

持続可能な観光の实現のために、地域はどのようなコンセプトのもと目標を立て实現に向けた手段を講じていくべきか。また、魅

力的な地域づくりのために、どのような項目がその対象となるか。本講義では観光計画の意味・意義について論ずるとともに、計

画策定の基礎的な技術について講義を行う。 

 

In the pursuit of sustainable tourism, what concepts should a community use to create their goals, and what procedures should 

they implement to achieve them? Furthermore, what areas should be targeted to create an attractive community? In this course, 

we will cover the meaning and significance of tourism planning, and lectures will go over basic skills for planning strategy. 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. 講義計画等の説明 

2. 観光計画の定義付け・意義 

3. 観光計画の基本概念 

4. 観光地のタイプと成立・発展の過程 

5. 国の観光計画 

6. 国の観光地づくりと変化 

7. 計画策定の手順と技術＇現状の把握・分析（ 

8. 計画策定の手順と技術＇コンセプトメイキング（ 

9. 計画策定の手順と技術＇計画の立案、实践と評価（ 

10. 観光地における計画策定の事例１ 

11. 観光地における計画策定の事例２ 

12. 観光地における計画策定の事例３ 

13. 観光計画の新しい視点 

14. 最終テスト 

 

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

観光地に訪れる際に、様々な観点から現地の状況を把握し、自分なりの課題の発見に努めること。授業中に触れる内容とその

課題とを付き合わせて、解決方法を検討すること。 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

適宜授業中に求める提出物(60%)/最終テスト(Final Test)(40%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

適宜資料を配付する。 

 

参考文献＇Readings（ 

講義中に適宜紹介する。 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 
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■HA365 

科目コード／科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

HA365／観光施設論 

(Facilities Design for Tourism) 

担当者名 

＇Instructor（ 
林 憲吾(HAYASHI KENGO) 

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（ 

観光にはさまざまな施設が不可欠です。本授業では、娯楽施設や宿泊施設、交通施設などの諸施設が、観光に果たしてきた役

割を歴史的に理解し、これからの観光にどのような施設が望ましいかを考える力を養います。 

 

Various facilities are essential for tourism. In this course, students will come to understand the role that various facilities, such as 

leisure, accommodation, and transport facilities, have historically played in tourism, and will foster the ability to think about what 

kind of facilities will be desired for future tourism. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

本授業では観光施設の中でも为に建築物に着目します。最初に、観光と施設との関係を理論的に捉え、観光施設に複数のタイ

プが存在していることを理解します。その上で、具体的な観光施設を紹介しながら、それが登場した歴史的背景や、どのような思

想の下にデザインされているかを紹介します。その上で、受講生とともにこれからの観光施設のあり方を議論します。 

 

Our focus area of tourism facilities in this course will be mainly on buildings. First of all, we will look theoretically at the relationship 

between tourism and facilities, and understand the existence of many types of tourism facilities. After that, while introducing 

specific tourism facilities, we will look at the historical background of when they appeared and introduce the thought processes 

that went into their design. Furthermore, we will discuss the future of how tourism facilities should be. 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. 観光施設とは何か？ 

2. 観光における建築の役割 

3. 観光地のでき方：遊園地と原っぱ 

4. 遊園地の系譜：テーマパーク・博覧会・さざえ堂 

5. 原っぱの系譜：歴史的建造物・まちなみ・生活 

6. 景観とパノラマ装置 

7. 宿と観光 

8. ホテルと建築家 

9. まちやど：地域をつなぐ I 

10. まちやど：地域をつなぐ II 

11. 移動と観光：駅舎・港湾・空港 

12. 観光からみる東京 

13. これからの観光施設 I 

14. これからの観光施設 II 

 

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

各自がこれまでに体験した観光について考え、それにどのような施設が関係していたかを事前に考えておいてください。また、授

業時間外学習について授業内で別途指示します。 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

最終レポート(Final Report)(40%)/グループワーク(40%)/リアクションペーパー(20%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

なし 

 

参考文献＇Readings（ 

1. 東浩紀、2017、『ゲンロン 0 観光実の哲学』、ゲンロン 

2. 青木淳、2004、『原っぱと遊園地―建築にとってその場の質とは何か』、王国社 

3. 富田昭次、2003、『ホテルと日本近代』、青弓社 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 
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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为催の簿記検定初級を合格しようとするものです。 

 

Students will aim to pass the beginning level of the bookkeeping exam given by the Japan Chamber of Commerce and Industry. 

 

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。また、簿記検定

3 級に向けての指導もしていきます。 

 

Content will focus on obtaining a beginning qualification in the bookkeeping exam given by the Japan Chamber of Commerce and 

Industry since April 2017. This course is for those studying bookkeeping for the first time, so we will begin with learning. We will 

also go over practice questions that are similar to the test in class. Instruction for the 3rd level of the bookkeeping exam will also 

be given. 

 

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。 
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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（ 

人口減尐、尐子高齢化、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忚し、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。 

 

Students will learn the concepts of tourist site management for managing existing tourist sites in a sustainable and stable manner 

while dealing with the sudden changes in the market environment for tourism sites caused by the decline in population, the aging 

of society, and the increase in inbound tourism, and about the DMOs (the Japanese version of a Destination Management 

Organization) that take charge of this management. 

 

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

と实践」（をもとに講義する。 

 

This course is equivalent to the theoretical portion of HA337 “Destination Planning.” I will give lectures on tourism site 

management from 8 key perspectives (1. Understanding the situation, 2. Forming a strategy, 3. Creation of markets, 4. Promotion 

of visit and stay, 5. Preservation/utilization, 6. Organization/human resources, 7. Brand development, 8. Securing financial 

resources) based on the textbook “View and Practice of Tourism Site Management”. 

 

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（ 

 －観光地の開発から運営管理、そして「観光地経営」へ 

2. 「観光地経営」の視点－８つの視点とは 

 －観光地経営とＤＭ＇Destination Management（ 

3. 視点１ 観光地の特性と経営状況を把握する 

4. 視点２ 関係为体を巻き込んで説得力ある将来ビジョンを策定する 

5. 視点３ 新たな魅力と市場をつくる 

6. 視点４ 滞在のための仕組みをつくる 

7. 視点５ 観光資源の保存と活用の両立をはかる 

8. 視点６ 組織と人材を見直して实行力を高める 

9. 視点７ 観光地としてのブランドを形成する 

10. 視点８ 地域の観光財源を確保する 

11. 視点に基づく实践例①－阿寒湖温泉 

  ＇入湯税の超過課税による独自財源の確保（ 

12. 視点に基づく实践例②－鳥羽市 

  ＇観光計画のＰＤＣＡサイクルによる計画監理（ 

13. 視点に基づく实践例③－白馬村 

  ＇観光地経営計画に基づく観光地経営（ 

14. 「観光地経営」の舵取り役・「日本版ＤＭＯ」の役割 

 

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、必要に忚じて授業中に行う。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(30%)/リアクションペーパーの提出状況と内容(10%) 
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テキスト＇Textbooks（ 

公益財団法人日本交通公社編著『観光地経営の視点と实践』の改訂版を使用する＇丸善出版、2019（ 

 

参考文献＇Readings（ 

1. 梅川智也編著、2018、『観光学全集 第 7 巻 「観光計画論」』、原書房 (ISBN:9784562092109) 

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) 

観光庁編、『観光白書＇最新版（』【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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■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（ 

人口減尐、尐子高齢化、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忚し、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。 

 

Students will learn the concepts of tourist site management for managing existing tourist sites in a sustainable and stable manner 

while dealing with the sudden changes in the market environment for tourism sites caused by the decline in population, the aging 

of society, and the increase in inbound tourism, and about the DMOs (the Japanese version of a Destination Management 

Organization) that take charge of this management. 

 

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

と实践」（をもとに講義する。 

 

This course is equivalent to the theoretical portion of HA337 “Destination Planning.” I will give lectures on tourism site 

management from 8 key perspectives (1. Understanding the situation, 2. Forming a strategy, 3. Creation of markets, 4. Promotion 

of visit and stay, 5. Preservation/utilization, 6. Organization/human resources, 7. Brand development, 8. Securing financial 

resources) based on the textbook “View and Practice of Tourism Site Management”. 

 

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（ 

 －観光地の開発から運営管理、そして「観光地経営」へ 

2. 「観光地経営」の視点－８つの視点とは 

 －観光地経営とＤＭ＇Destination Management（ 

3. 視点１ 観光地の特性と経営状況を把握する 

4. 視点２ 関係为体を巻き込んで説得力ある将来ビジョンを策定する 

5. 視点３ 新たな魅力と市場をつくる 

6. 視点４ 滞在のための仕組みをつくる 

7. 視点５ 観光資源の保存と活用の両立をはかる 

8. 視点６ 組織と人材を見直して实行力を高める 

9. 視点７ 観光地としてのブランドを形成する 

10. 視点８ 地域の観光財源を確保する 

11. 視点に基づく实践例①－阿寒湖温泉 

  ＇入湯税の超過課税による独自財源の確保（ 

12. 視点に基づく实践例②－鳥羽市 

  ＇観光計画のＰＤＣＡサイクルによる計画監理（ 

13. 視点に基づく实践例③－白馬村 

  ＇観光地経営計画に基づく観光地経営（ 

14. 「観光地経営」の舵取り役・「日本版ＤＭＯ」の役割 

 

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、必要に忚じて授業中に行う。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(30%)/リアクションペーパーの提出状況と内容(10%) 
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テキスト＇Textbooks（ 

公益財団法人日本交通公社編著『観光地経営の視点と实践』の改訂版を使用する＇丸善出版、2019（ 

 

参考文献＇Readings（ 

1. 梅川智也編著、2018、『観光学全集 第 7 巻 「観光計画論」』、原書房 (ISBN:9784562092109) 

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) 

観光庁編、『観光白書＇最新版（』【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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■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实践 

担当者名 

＇Instructor（ 

吉澤 清良(YOSHIZAWA KIYOYOSHI) 

守屋 邦彦(MORIYA KUNIHIKO) 

菅野 正洋(KANNO MASAHIRO) 

中野 文彦(NAKANO FUMIHIKO) 

後藤 健太郎(GOTO 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（ 
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忚し、既存の観光地を持続的に経営していくために、観光地全体をマネジメントする「観光地経営」と

いう考え方を、全国の实践例から具体的に学び、観光地づくりの要諦を理解する。 

 

Students will learn the concepts of tourist site management for managing existing tourist sites in a sustainable and stable manner 

while dealing with recent changes in the market through the study of specific practical examples nationwide, and will come to 

understand the key points of tourism site creation. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

当財団が関わった観光地を事例として、实際の観光地づくりの取組、その手法、プロセス等を解説するとともに、そこで实際に行

われた観光地経営のポイントを８つの視点＇①状況把握、②戦略策定、③市場創造、④滞在促進、⑤保護・活用、⑥組織・人材、

⑦ブランド形成、⑧財源確保（から講義する。 

 

Using tourist sites that this foundation has been involved with as case studies, I will give lectures on the finer points of tourism 

site management from 8 perspectives (1. Understanding the situation, 2. Forming a strategy, 3. Creation of markets, 4. Promotion 

of visit and stay, 5. Preservation/utilization, 6. Organization/human resources, 7. Brand development, 8. Securing financial 

resources), while also covering the initiatives, methods, and processes of tourist site creation. 

 

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实践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实践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实践①＇阿寒湖温泉（【中野】 

6. ３－２．温泉地における観光地づくりの实践②＇阿寒湖温泉（【中野】 

7. ４－１．観光計画の策定と实現①＇胎内市（【守屋】 

8. ４－２．観光計画の策定と实現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．地域为導で進める商品開発＜ケーススタディ＞【中野】 

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。 

 

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（ 

なし 

 

参考文献＇Readings（ 

1. 公益財団法人日本交通公社、2013、『観光地経営の視点と实践』、丸善出版 (ISBN:ISBN978-4-621-08726-8) 
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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忚用可能。 

 

The objective of this course is to develop analytical and strategic planning skills for maximizing the management of resources from 

a management standpoint when it comes to the hotel business, beginning with basic knowledge of hotel management. These can 

be applied to other operations businesses and service businesses. 

 

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。 

 

In this course, we will cover the basic knowledge and features of the hotel business, and will have lectures on profit and loss 

statement analysis, labor hour analysis, etc. for maximizing service efficiency, and management strategy. 

Our profit and loss analysis will delve into the revenue structure of accommodations, restaurants (various types of outlets, 

including Japanese, Western, Chinese, coffee shops, lounges, bars, etc.), and we will discuss construction of more effective 

operations systems with regard to personnel expenses, the largest cost factor, through an analysis of labor hours. 

In the final lecture, I plan to invite top managers from the hotel, real estate, and finance industries to give talks on the current 

state of business in their field as it relates to this course. 

 

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. オペレーションマネジメント１ 

9. オペレーションマネジメント２ 

10. オペレーションマネジメント＇ケース２（ 

11. 競争戦略論 

12. 競争戦略論＇ケース３（ 

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（ 

毎週の講義後、理解度を確認するため 10 分程度の小テストを实施する。 

 

各ケースは準備提出に 12 時間程度要する。 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

平常点＇ケース１（(20%)/平常点＇ケース 2（(20%)/平常点＇ケース３（(20%)/ゲストスピーカー感想文(10%)/講義後小テストなど
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(20%)/最終テスト(Final Test)(5%)/最終レポート(Final Report)(5%) 

各ケースについては次回講義までに与えられた課題についてペーパー＇Ａ４×３枚程度（を提出＇EXCEL 能力必須（ 

 

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。 

 

本講義の忚用編として「ホテルアセットマネジメント論」＇2015 年度以前入学者は、「宿泊経営实務」（を開講している。 

＇本講義履修者は「ホテルアセットマネジメント論＇2015 年度以前入学者は、「宿泊経営实務」（」を履修するとより専門的な理解を

得られる（ 

 

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。 

 

In this course, I will conduct lectures on the theme of maximizing investment effectiveness, with a focus on hotel investment and 

financing, based on what you learned about hotel management through Introduction to Lodging Industry, with the goal of creating 

a business plan. 

 

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。 

 

In this course, I will conduct lectures on the basic knowledge and history of real estate investment with the goal of creating and 

analyzing a business plan for various forms of business from the development phase. 

In the final lecture, I plan to invite top managers from the real estate and finance industries to give talks on the current state of 

business in their field as it relates to this course. 

 

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. 事業計画書策定・分析 

9. 事業計画書策定・分析 

10. ホテル投資ケーススタディ② 

11. 収支プロジェクション策定 

12. ホテル投資ケーススタディ③ 

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（ 

毎回講義後、10 分間の小テストを实施。 

各ケースでは課題説明講義後 1 週間で A4 版 3 枚程度のペーパーを次回講義時に提出。 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

ケース 1(20%)/ケース２(20%)/ケース３(20%)/ゲストスピーカー感想文(10%)/毎講義後小テスト(20%)/最終テスト(Final Test)(5%)/最

終レポート(Final Report)(5%) 

 

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 
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その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

Excel スキルが必須。 

 

本講義履修者は「宿泊産業概論」＇2015 年度以前入学者は、「宿泊産業論 1」（を履修していることが望ましい。 

＇本講義は「宿泊産業概論」＇2015 年度以前入学者は、「宿泊産業論 1」（を基礎とした忚用的な内容であるため（ 

 

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、为に旅行産業の現状と課題、将来

への展望などを理解する。 

 

 This course aims to develop human resources who will play a central role as future managers, leaders, etc. in the travel and 

tourism industries. Students will come to understand the realities and issues of the business which should be addressed, and 

future prospects, etc. in the travel and tourism industries. 

 

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、営業販売、商品造成、関連

ビジネスなどの实例・实態を踏まえ、旅行産業の課題と展望を講義する。旅行業の歴史、現状、経営及びマーケット特性などを概

観し、そのうえで、法人旅行、個人旅行、グローバル事業の实際について、日本最大の旅行会社である JTBの経営者、中核的实

務者が直接解説し、あわせて担当教官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。 

 

 We will look at the travel industry, which is the core industry of measures to promote Japan as a tourism-oriented country, 

through a look at the current situation and actual case studies of travel product sales and development, and related businesses, 

etc. Lectures will cover issues and developments of the travel industry. The instructor gives an overview of the history, current 

state, management, and market characteristics of the travel industry. Then we will have executives and core personnel from 

Japan‟s largest travel company, JTB, come to tell us about the reality of corporate travel, leasure travel, and global business. In 

addition, the instructor will cover the issues related to each field of the travel industry and look at its future. 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. ガイダンス、ツーリズム産業と旅行業 

2. 法人旅行・教育旅行 

3. ビジネストラベル 

4. コミュニケーション事業 

5. 地域交流ビジネス 

6. 個人旅行と店舗販売 

7. オンライントラベル＇WEB 販売（ 

8. 国内旅行の仕入と商品企画 

9. 海外パッケージ旅行の商品企画 

10. メディア販売 

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。 
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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。 

 

There is a view that judges the good or bad of a company based on money. It is often referred to as the language of business. The 

aim is to cultivate students with an eye on society and industry, acquiring the knowledge to gain employment and enter the 

workforce. 

 

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。 

 

The contents will check students‟ knowledge of accounting - that is said to be the language of business, while gaining the ability to 

distinguish the merits of a company. Essentially, we will see the power and ability to make money, judged from the perspective of 

stability and soundness. 

 

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。 

 

This lecture aims to present an overview of the history, and basic knowledge of the I.T. Industry. 

 

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講義する。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、

フィンテック等についてもあつかう。 

 

Sorting the flow of I.T. businesses to date, we will examine case studies on how various industries have used technology, such as 

in the financial and service sectors. In the second half, lectures will highlight the business model and its particular features. Also 

covering recent, prevalent themes, such as smart communities, big data and fintech. 

 

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. Ｂ to Ｂ 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。 

 

While acquiring knowledge in basic administrative law, students will learn about the laws and regulations to which travel companies 

such as tour operators are subject. 

 

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。 

 

Following a general lecture on the basic concepts common to all administrative laws, we will outline individual laws related to 

tourism. The class schedule may be changed depending on the guest speaker. 

 

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・公文書管理法 

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，住宅宿泊事業法 

11. 消費者行政に関わる法令，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、2018、『はじめての行政法＇第 4 版（』、有斐閣 (ISBN:ISBN 

978-4-641-22115-4) 

 

参考文献＇Readings（ 

1. 宇賀克也，佐伯仁志編集代表、2018、『ポケット六法 平成 31 年版』、有斐閣 (ISBN:978-4-641-00919-6) 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

授業開始時刻から 30 分以内に入审した学生のみ出席の対象とする｡ 

 

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ともなう産業構造の変化，企業活動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。 

 

Observing the changes in the Japanese economy, and the resulting industrial structure, we will deepen our understanding of the 

relationship between corporate activities and society. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

本講義は，前半を日本経済の変遷の中での企業・産業の移り変わり〔歴史編〕，後半を企業活動や近時の社会の変化の中での

企業や産業の状況＇各論（を見て行く。 

戦後復興から始まり高度経済成長を経て経済大国へ，そして現在に至る日本経済の変遷の過程の中で，日本の企業や産業，そ

の構造がどのようの変容してきたのか。その過程をみて行きながら，日本の企業・産業構造の姿にアプローチして行く。 

また，例えば，尐子高齢化や人口減尐社会，地域経済の活性化や地方創生，官民連携，規制改革，社会的企業やまちづくり会

社など，近時起こっている社会や産業上の変化や新たな動向について触れ，今そしてこれからの企業や産業の在り様について

考えて行く。 

＇講義で取り上げる各論のテーマを変更することもありますので，その点留意のこと（ 

 

In the first half of this lecture, we will examine the transition of Japanese companies and industries within the changes of the 

Japanese economy, and in the second half,  look at the state of Japanese companies and industries. 

How have Japanese companies, industries, and structures changed in the transition of the Japanese economy, from the postwar 

reconstruction through to high economic growth era, becoming an economic powerhouse, and up to the present day. While 

examining the course of history, we will approach the structure of Japanese companies and industries. 

In addition, we will consider the state of companies and industries now and  going forwards, looking at current events in society 

and industry, such as the  

declining birthrate and aging population, revitalization of regional economies,  public-private partnerships, regulatory reform, 

social enterprise and city planning & developing companies(” Machidukuri Company”). 

(Lecture discussion themes may change. Points to note.) 

 

 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. 序論 日本の産業 

2. 日本経済の変遷と産業＇１（ 戦後-1960 年代    (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  ＇高度経済成長期（１ 

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

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

6. 日本経済の変遷と産業＇５（ 2000 年代頃～     ＇失われた 20 年，構造改革（  

7. 日本経済の変遷と産業＇６（ 20１0 年代頃～     ＇グローバル化，ディスラプション（ 

8. 日本経済の変遷と産業＇７（  

9. 各論＇１（ 企業内就労と労働市場 

10. 各論＇２（ 人口減尐社会と産業 

11. 各論＇３（ 地域社会と産業 

12. 各論＇４（ 社会と産業＇１（ 多様な活動为体 

13. 各論＇５（ 社会と産業＇２（ 社会との共生 

14. 各論＇６（ 社会と産業＇３（ 変わりゆく社会と産業 

 

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

新聞、ニュースなど企業や産業に関する記事や情報に一層の関心を持つこと，また，講義で見知ったキーワードがニュース等で

どのように取り扱われているか，などに関心を持ち，知識と实社会とを関連付けることを期待する。 

 



 - 128 - 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

レポート試験(Report Exam)(60%)/出席，授業への参加(20%)/講義内に指示する課題(20%) 

各内容を踏まえて総合的に評価する。評価に当たり，期末レポートの提出は必須。 

 

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。＇講義内のグループワークも予定。但

し、聴講人数による。（ 

 

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实態・課題に触れ、その解決の方策や取り組み方を自ら考えることで、卒業後のそれぞれの

現場で役立つ「实践的なものの見方や考え方」を身につける。 

 

 Students will be equipped with “practical perspectives” useful in post-graduate and actual business situations, by examining 

the issues and conditions in travel and tourism, and considering their own solutions and approaches. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

 リーディング産業として期待される観光＇ツーリズム（は、国内各地域の抱える課題解決の手段として注目されている。当演習で

は「地域課題の解決手段としての観光」に为眼を置き、旅行の市場、観光実を受け容れる地域、両者＇市場と地域（をつなぐ交通、

情報、流通等、各分野のテーマを取り上げてグループ討議を通じ、検討する。 

 各テーマに関する基礎的な知識やデータ、具体的事例を紹介する「講義」、講義を踏まえ尐人数グループでディスカッションを行

う「グループ討議」、グループ毎に検討した結果の「発表」という３つのステップを 1 セットとして授業展開する。検討テーマとしては、

旅行市場と観光地の双方の視点から見渡すことができるものとして、「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＇岡山県玉野市周

辺＇予定（、10 月 31 日＇木（～11 月 2 日＇土（・2 泊 3 日（を予定している。このフィールドワークへは極力参加すること。 

 

 Tourism, which expected to become a leading industry, is receiving much attention as a way of solving issues facing each region 

in Japan. In this seminar, focusing primarily on “tourism as a solution to regional issues", students will investigate themes which 

connect market and destinations such as local transportation and information distribution, through discussions in groups. 

 Lectures will introduce basic knowledge and data about each theme followed by small group discussions and presentations of the 

group discussion results, developing classes by 3 step in 1 set. The planned themes of investigation are, “Remote island travel 

products and nature conservation", and “Hato bus day trip bus tour product plan". 

 Travel Industry Seminar 1 (B), to be taken in the following Fall semester, is a mandatory requirement of this course. In addition, 

fieldwork is planned for the fall semester (Tamano City area in Okayama prefecture, scheduled, 10/31 (Thurs) - 11/2 (Sat), for 2 

nights, 3 days). Students should participate in this fieldwork fully. 

 

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：企画案策定 

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 

8. はとバスの日帰りバスツアーの商品企画：グループ討議 

9. はとバスの日帰りバスツアーの商品企画：グループ討議 

10. はとバスの日帰りバスツアーの商品企画：グループ討議 

11. はとバスの日帰りバスツアーの商品企画：グループ討議 

12. はとバスの日帰りバスツアーの商品企画：企画案策定 

13. はとバスの日帰りバスツアーの商品企画：発表 

14. まとめ 

 

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

授業時に随時指示・紹介する。 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

出席・活動状況とグループ討議や発表での为体性・貢献度(80%)/リアクションペーパー(20%) 
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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实態・課題に触れ、その解決の方策や取り組み方を自ら考えることで、卒業後のそれぞれの

現場で役立つ「实践的なものの見方や考え方」を身につける。 

 

 Students will be equipped with “practical perspectives” useful in post-graduate and actual business situations, by examining 

the issues and conditions in travel and tourism, and considering their own solutions and approaches. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

 リーディング産業として期待される観光＇ツーリズム（は、国内各地域の抱える課題解決の手段として注目されている。当演習で

は「地域課題の解決手段としての観光」に为眼を置き、旅行の市場、観光実を受け容れる地域、両者＇市場と地域（をつなぐ交通、

情報、流通等、各分野のテーマを取り上げてグループ討議を通じ、検討する。 

 各テーマに関する基礎的な知識やデータ、具体的事例を紹介する「講義」、講義を踏まえ尐人数グループでディスカッションを行

う「グループ討議」、グループ毎に検討した結果の「発表」という３つのステップを 1 セットとして授業展開する。検討テーマとしては、

旅行市場と観光地の双方の視点から見渡すことができるものとし、「岡山県玉野市周辺＇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。 

 「岡山県玉野市周辺の旅行商品の企画」に関するテーマについては、フィールドワークを实施する＇10 月 31 日＇木（～11 月 2 日

＇土（・2 泊 3 日（。このフィールドワークへは極力参加すること。 

 

 Tourism, which expected to become a leading industry, is receiving much attention as a way of solving issues facing each region 

in Japan. In this seminar, focusing primarily on “tourism as a solution to regional issues", students will investigate themes which 

connect market and destinations such as local transportation and information distribution, through discussions in groups. 

 Lectures will introduce basic knowledge and data about each theme followed by small group discussions and presentations of the 

group discussion results, developing classes by 3 step in 1 set. The planned themes of investigation are, “Designing Tamano, 

Okayama Prefecture travel products” (Scheduled), and "Developing travel products utilizing the Internet". 

 For “Designing Tamano, Okayama Prefecture travel products”, fieldwork is planned (10/31 (Thurs) - 11/2 (Sat), for 2 nights, 3 

days). Students should participate in this fieldwork fully. 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. 岡山県玉野市周辺の旅行商品の企画：講義 

2. 岡山県玉野市周辺の旅行商品の企画：外部講師 

3. 岡山県玉野市周辺の旅行商品の企画：グループ討議 

4. 岡山県玉野市周辺の旅行商品の企画：グループ討議 

5. 岡山県玉野市周辺の旅行商品の企画：中間発表 

6. 岡山県玉野市周辺の旅行商品の企画：グループ討議 

7. 岡山県玉野市周辺の旅行商品の企画：合宿のまとめ 

8. 岡山県玉野市周辺の旅行商品の企画：グループ討議 

9. 岡山県玉野市周辺の旅行商品の企画：企画案策定 

10. 岡山県玉野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为体性・貢献度(80%)/リアクションペーパー(20%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 
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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（ 
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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)) 

テーマ／サブタイトル等 

＇Theme / Subtitle（ 
観光産業を支えるホテル・旅館業界の研究 

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（ 
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（ 

ホテルビジネスに興味を持つ学生を対象に、ホテル業界の概要や内側の仕組み、ホテリエ＇プロフェッショナルホテルビジネスマ

ン（にとって必要な要素を考えます＇旅館もホテルの一つのカテゴリーと捉えます（。知識＇ホテル業界の概要、用語、企業、ブラン

ド、ビジネス構造など（とスキル＇PC、コミュニケーション、プレゼンテーション、文章など（と考え方＇ロジカルシンキング、ビジネス

思考（を会得します。 

 

Aimed at students interested in the hotel business, providing an overview of the hotel industry and its internal structure, as well as 

necessary elements for the hotelier (professional hotel businessman) to consider. [Ryokan inns and hotels covered as one 

category] Students will gain an overview of hotel industry knowledge (terms, companies, brands, business structures etc.) and 

skills (PC, communication, presentation, writing etc.) as well as in ideas (logical thinking, business thinking). 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

本演習は、①レクチャー、②グループワーク、③プレゼンテーション、④フィールドワーク、⑤ゲストスピーカーとの交流という５つを

繰り返して行ないます。つまり、インプット、スループット＇思考と議論と活動（、アウトプット、コミュニケーションを何度もこなすこと

で知識を増やすだけではなく、スキルを伸ばし、本質から物事を考える癖をつけます。ビジネスとして宿泊業を捉え、観光産業全

体におけるホテル・旅館事業の存在意義や価値を考えます。授業や事務連絡、プレゼンテーション、コミュニケーションは PC をフ

ル活用します。フィールドワークでは、实際にホテルを巡り、ゲストスピーカーには、ホテル業界で活躍する経営者や総支配人な

どの第一線で活躍する魅力的なビジネスマンを多数招請します。 

 

This seminar will follow a format repeating these 5 interactions: 1. Lecture 2. Group work 3. Presentation 4. Fieldwork 5. 

Interaction with guest speaker. That is, knowledge with not only increase through repetition of the inputs and throughputs 

(thoughts, discussions and activities), and communication output, but students will hone skills to understand the true nature of 

things. We will consider the accommodation industry as a business, examining the significance and value of existence of hotels and 

ryokan businesses throughout the tourism industry. Classes and office communications, and presentations are to make full use of 

PCs. In the fieldwork, we will be inviting an number of interesting guest speakers from the hotels we actually visit, including 

businessmen active on the frontline of the hotel industry, such as the manager and general managers. 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. オリエンテーション 

2. 自己紹介プレゼンテーション会 

3. 仕事の本質 

4. ホテルの社会的役割とは 

5. ホテル業界の特性と業界構造 

6. ホテル業界の概要と市場規模 

7. ゲストスピーカー① 

8. フィールドワーク① 

9. グループディスカッション① 

10. ゲストスピーカー② 

11. フィールドワーク② 

12. グループディスカッション② 

13. ゲストスピーカー③ 

14. 最終テスト 

 

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

日系ホテルと外資系ホテル、それぞれ代表的なホテルの視察、また魅力的な優れたホテルの合宿も行なう予定です。 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

最終テスト(Final Test)(20%)/最終レポート(Final Report)(10%)/出欠及び活動内容(70%) 
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テキスト＇Textbooks（ 

なし 

 

参考文献＇Readings（ 

 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

シラバスは前後すること、変更することがあります。 

 

注意事項＇Notice（ 

 

 

  



 - 135 - 

■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)) 

テーマ／サブタイトル等 

＇Theme / Subtitle（ 
観光産業を支えるホテル・旅館業界の研究 

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（ 
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（ 

ホテルビジネスに興味を持つ学生を対象に、ホテル業界の概要や内側の仕組み、ホテリエ＇プロフェッショナルホテルビジネスマ

ン（にとって必要な要素を考えます＇旅館もホテルの一つのカテゴリーと捉えます（。知識＇ホテル業界の概要、用語、企業、ブラン

ド、ビジネス構造など（とスキル＇PC、コミュニケーション、プレゼンテーション、文章など（と考え方＇ロジカルシンキング、ビジネス

思考（を会得します。 

 

Aimed at students interested in the hotel business, providing an overview of the hotel industry and its internal structure, as well as 

necessary elements for the hotelier (professional hotel businessman) to consider. [Ryokan inns and hotels covered as one 

category] Students will gain an overview of hotel industry knowledge (terms, companies, brands, business structures etc.) and 

skills (PC, communication, presentation, writing etc.) as well as in ideas (logical thinking, business thinking). 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

本演習は、①レクチャー、②グループワーク、③プレゼンテーション、④フィールドワーク、⑤ゲストスピーカーとの交流という５つを

繰り返して行ないます。つまり、インプット、スループット＇思考と議論と活動（、アウトプット、コミュニケーションを何度もこなすこと

で知識を増やすだけではなく、スキルを伸ばし、本質から物事を考える癖をつけます。ビジネスとして宿泊業を捉え、観光産業全

体におけるホテル・旅館事業の存在意義や価値を考えます。授業や事務連絡、プレゼンテーション、コミュニケーションは PC をフ

ル活用します。フィールドワークでは、实際にホテルを巡り、ゲストスピーカーには、ホテル業界で活躍する経営者や総支配人な

どの第一線で活躍する魅力的なビジネスマンを多数招請します。 

 

This seminar will follow a format repeating these 5 interactions: 1. Lecture 2. Group work 3. Presentation 4. Fieldwork 5. 

Interaction with guest speaker. That is, knowledge with not only increase through repetition of the inputs and throughputs 

(thoughts, discussions and activities), and communication output, but students will hone skills to understand the true nature of 

things. We will consider the accommodation industry as a business, examining the significance and value of existence of hotels and 

ryokan businesses throughout the tourism industry. Classes and office communications, and presentations are to make full use of 

PCs. In the fieldwork, we will be inviting an number of interesting guest speakers from the hotels we actually visit, including 

businessmen active on the frontline of the hotel industry, such as the manager and general managers. 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. ホテルの機能①＇宿泊・料飲・宴会（ 

2. ホテルの機能②＇バック部門（ 

3. ホテルのビジネススキームと金融・不動産ビジネス 

4. ゲストスピーカー① 

5. ホテルのマーケティング① 

6. ホテルのマーケティング② 

7. ワークショップ＇宿泊プラン企画作り（のオリエンテーション 

8. フィールドワーク① 

9. フィールドワーク② 

10. ワークショップ① 

11. ワークショップ② 

12. ゲストスピーカー② 

13. ワークショップ③ 

14. 最終プレゼン会 

 

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

实際のホテルの宿泊プランを造成してもらいます。 

そのためにフィールドワークをして現地を視察し、担当者に取材をします。 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 



 - 136 - 

最終テスト(Final Test)(20%)/最終レポート(Final Report)(10%)/出欠及び活動内容(70%) 

 

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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■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实態・課題に触れ、その解決の方策や取り組み方を自ら考えることで、卒業後のそれぞれの

現場で役立つ「实践的なものの見方や考え方」を身につける。 

 

 Students will be equipped with “practical perspectives” useful in post-graduate and actual business situations, by examining 

the issues and conditions in travel and tourism, and considering their own solutions and approaches. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

 我が国の観光の現状において、取り組むべき重要なテーマのひとつに訪日インバウンドがあり、多くの解決すべき課題がある。

当演習では、このなかで「インバウンド向け旅行商品」の拡充を取り上げ、企画・造成・販促の实務を实際に取り組み、旅行商品と

してマーケットに販売できるレベルを目指す。 

 訪日・在日外国人向け着地型パッケージツアー「SUNRISE TOURS」の新しいコースを JTB の企画担当者の指導のもと、商品の

企画、造成、販売プラン策定の实務に取り組む。ここで企画造成された新コースについては、一定のレベルに達したと判断された

場合、实際の商品として、海外の旅行代理店、JTB の海外向け宿泊・旅行販売サイトにて販売する予定である。当演習にあたっ

ては、同社の協力のもと「SUNRISE TOURS」の日帰りコース体験試乗＇4～5 月（、同社本社訪問＇6 月上旪（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＇岡山県玉野市周

辺＇予定（、10 月 31 日＇木（～11 月 2 日＇土（・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。 

 

 There are many issues to be resolved in addressing the important topic of inbound tourism to Japan. In this seminar, we fill focus 

on the development of “travel products for inbound tourists”, with the aim of being able to sell the products in the market. 

 Under the guidance of JTB's planner, students will work on design, production and sales planning for a new "SUNRISE TOURS” 

package tour aimed for foreign visitors. If the new package designed is judged to have reached a good enough standard, it will be 

sold as an actual product at JTB's overseas sales network and online sales sites, and other travel agencies. In this seminar, 

through our cooperation with the JTB “SUNRISE TOURS” department, we plan a trial tour ride(April - May), along with a visit to 

the company head office (early June). For this seminar, students are encouraged to participate in these activities as much as 

possible. 

 Travel Industry Seminar 2 (B), to be taken in the following Fall semester, is a mandatory requirement of this course. In addition, 

fieldwork is planned for the fall semester (Tamano City area in Okayama prefecture, scheduled, 10/31 (Thurs) - 11/2 (Sat), for 2 

nights, 3 days). Students should participate in this fieldwork fully. 

 

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：实地見学 

9. サンライズツアーの商品企画：グループ討議 

10. サンライズツアーの商品企画：グループ討議 

11. サンライズツアーの商品企画：グループ討議 

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。 
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成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

出席・活動状況とグループ討議や発表での为体性・貢献度(80%)/リアクションペーパー(20%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

授業時に適宜、レジュメ、資料などを配布する。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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■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实態・課題に触れ、その解決の方策や取り組み方を自ら考えることで、卒業後のそれぞれの

現場で役立つ「实践的なものの見方や考え方」を身につける。 

 

 Students will be equipped with “practical perspectives” useful in post-graduate and actual business situations, by examining 

the issues and conditions in travel and tourism, and considering their own solutions and approaches. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

 我が国の観光の現状において取り組むべき重要なテーマは数多くあるが、当演習では、「地域活性化とプロモーション」「自然観

光地の体験型旅行商品」「地域活性化と文化資源活用」等のテーマほどに絞り、その課題解決策についてグループ討議を通じ検

討する。 

 各テーマに関する基礎的な知識やデータ、具体的事例を紹介する「講義」、講義を踏まえ尐人数グループでディスカッションを行

う「グループ討議」、グループ毎に検討した結果の「発表」という３つのステップを１セットとして授業展開する。検討テーマとしては

「岡山県玉野市周辺＇予定（の地域活性化とプロモーション」、「観光目的税を考える」を予定している。なお、「観光目的税を考え

る」についての発表はディベートにて行う。 

 「岡山県玉野市周辺の地域活性化とプロモーション」に関するテーマについては、フィールドワークを实施する＇10 月 31 日＇木（

～11 月 2 日＇土（・2 泊 3 日（。このフィールドワークへ極力参加すること。 

 

 There are many important topics to be addressed within the current state of tourism in Japan, and in this seminar, we focus on 

themes such as ""regional revitalization and promotion”, “nature sightseeing spots and experience-based travel products”, and 

“regional activation and utilizing cultural resources”, considering solutions to problems through group discussion. 

 Lectures will introduce basic knowledge and data about each theme followed by small group discussions and presentations of the 

group discussion results, developing classes by 3 step in 1 set. The investigation theme is “Regional activation of Tamano, 

Okayama Prefecture (scheduled), and “Considering a Tourism Tax”. As for "Tourism Tax", we will have a debate competition over 

the issue. 

 Fieldwork will be conducted on the theme of ""regional activation and promotion of Tamano, Okayama Prefecture"" (Thursday, 

October 31 - Saturday, November 2, for 2 nights, 3 days). Students should participate in this fieldwork fully. 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. 岡山県玉野市周辺の地域活性化とプロモーション：講義 

2. 岡山県玉野市周辺の地域活性化とプロモーション：外部講師 

3. 岡山県玉野市周辺の地域活性化とプロモーション：グループ討議 

4. 岡山県玉野市周辺の地域活性化とプロモーション：グループ討議 

5. 岡山県玉野市周辺の地域活性化とプロモーション：中間発表 

6. 岡山県玉野市周辺の地域活性化とプロモーション：グループ討議 

7. 岡山県玉野市周辺の地域活性化とプロモーション：合宿のまとめ 

8. 岡山県玉野市周辺の地域活性化とプロモーション：企画案策定 

9. 岡山県玉野市周辺の地域活性化とプロモーション：企画案策定 

10. 岡山県玉野市周辺の地域活性化とプロモーション：発表 

11. 観光目的税を考える：外部講師 

12. 観光目的税を考える：グループ討議 

13. 観光目的税を考える：グループ討議 

14. 観光目的税ムを考える：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为体性・貢献度(80%)/リアクションペーパー(20%) 
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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（ 
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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（ 

(Lodging Industry Seminar 2(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（ 
TRS3200 

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（ 

宿泊業をめぐる「現代的な諸課題」を理解したうえで、チームで「政策提言」を作成する。 

 

Having understood the “contemporary issues” surrounding the accommodation business, students will create "policy 

recommendations" with their teams. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

「宿泊業」を取り巻く現代的な諸課題については様々あるが、表象的な側面を理解するだけではなく、实際に学生が政策提言を

作成する。例えば、働き方改革と連動した地域の観光政策や、改正された旅館業法に基づく新たな新事業、宿泊業の労働生産

性の向上、OTAに替わる新たな予約・決済チャネル等、単純にインバウンドに依存するだけではない新たな観光政策の必要性が

期待されている。目標として日本学生政策フォーラムへの参加を目指す。 

 

There are a variety of contemporary issues surrounding “accommodation”, but in addition to understanding the typical aspects, 

students will make actual policy recommendations. For example, it is not simply inbound only where necessary, new tourism 

policies are expected, but also in working style reform, new business based on the revised Ryokan Business Law, improvement of 

labor productivity in the accommodation industry, and new reservation and settlement channels to replace OTA etc. The goal is 

for students to participate in the Japan Student Policy Forum. 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. オリエンテーション～課題と着地点＇目標（の共有と自己紹介 

2. 現代の宿泊業における課題と背景＇講義（ 

3. リサーチの手法～エスノグラフィー＇一次調査（やデータ分析、参考資料の紹介 

4. テーマ設定とグループ分け 

5. グループワーク～それぞれの役割の实践と報告① 

6. グループワーク～それぞれの役割の实践と報告② 

7. グループワーク～それぞれの役割の实践と報告③ 

8. グループワーク～それぞれの役割の实践と報告④ 

9. 各チームの中間報告及び内容の検証＇ゲスト予定（ 

10. グループワーク～現地リサーチ計画・準備① 

11. グループワーク～現地リサーチ計画・準備② 

12. グループワーク～現地リサーチ計画・準備③ 

13. 各チームの成果報告及びリサーチの最終準備 

14. ふりかえりと春学期のまとめ 

 

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

担当する役割に関して、一例として、英文誌の翻訳、インタビュー調査、Web でのリサーチ、自らの参与観察レポートの作成等、

様々な授業時間外活動を行うことが求められる。ゼミではそうした活動の報告や新規課題の割当て等を行う。 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

最終レポート(Final Report)(40%)/最終成果物の品質(40%)/出席および授業参加度(20%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

なし 

 

参考文献＇Readings（ 

1. 小田博志、2010、『エスノグラフィー入門』、春秋社 (ISBN:978-4393499115) 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

ゼミでは夏休み等を利用した国内外でのリサーチや 3週間程度のインターンシップを奨めています。フットワークを軽くしておくこと

を期待します。 
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注意事項＇Notice（ 

 

 

  



 - 143 - 

■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(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（ 
TRS3200 

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（ 

宿泊業をめぐる自らの現代的課題に対して、リサーチ結果をもとに政策提言を完成させる。 

 

Students will produce policy recommendations based on their research results, in relation to contemporary issues surrounding the 

accommodation industry. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

「宿泊業」を取り巻く現代的な諸課題のうち、自らが問題意識を持った課題に対して調査・研究を行い、政策提言＇論文とプレゼン

テーション（を分担して作成し、学外での発表を目指す。 

 

Among the various contemporary issues surrounding the “hotel business”, students will investigate issues they are aware of 

themselves, conducting surveys and research, producing policy recommendations (thesis and presentation), with the goal of 

presenting outside the university. 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. オリエンテーション～リサーチの結果報告、政策フォーラムの概要説明 

2. 論文の構成に関する討議と完成 

3. 図表の準備① 

4. 図表の準備② 

5. 論文及びプレゼンテーションの作成① 

6. 論文及びプレゼンテーションの作成② 

7. 論文及びプレゼンテーションの作成③ 

8. 論文及びプレゼンテーションの作成④ 

9. プレゼンテーションの練習① 

10. プレゼンテーションの練習② 

11. これまでのふりかえりとまとめ 

12. 宿泊産業の課題と可能性①＇ゲスト講師予定（ 

13. 宿泊産業の課題と可能性②＇ゲスト講師予定（ 

14. ふりかえりと全体講評 

 

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

論文執筆やプレゼンテーションの作成はゼミでは行わず、授業時間外に行う。 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

プレゼンテーション(40%)/最終レポート(Final Report)(40%)/出席及び授業参加度(20%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

なし 

 

参考文献＇Readings（ 

適宜案内する。 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 
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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、本授業では、次の６つの視点から観光地研究に取り組む。①観光地特性分析＇自然、

地勢、歴史、文化、産業など（、②観光マーケット動向分析＇入込実数・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（で

ある。首都圏周辺の観光地を具体的な事例として観光地研究の要諦を理解する。 

 

There are various perspectives from which to analyze tourist area research, but in this class, we will tackle from the following six 

viewpoints. 1. Analysis of tourist site special characteristics (nature, topography, history, culture, industry etc.) 2. Tourism market 

trend analysis (number of incoming visitors, trends, departure location, CS etc.) 3. Tourism resources, facilities location analysis 

(tourism resource evaluation, tourism facilities location, and clustering of accommodation facilities), 4. Analysis of sightseeing 

plans and policy (tourism regulations, sightseeing plans, policies etc.), 5. Brand analysis of tourist area (information 

communications, promotion, brand maintenance etc.), 6. Analysis of regional community (economic effects, resident awareness 

and participation etc.) Understanding the key points of tourist area research, using the tourist area around the city as a concrete 

example. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

この授業は尐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

辺の観光地を選定し、その観光地に関して实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⑥に

ついて、講師による課題の提示、受講生による思考・作業・発表、両者による評価、の３つのサイクルによって为体的かつ協働的

に学んでいく。現地調査は必須となる。 

 

This “active learning” class will take the form of small class size seminars. Dividing into several groups, students will select 

sightseeing spots around the metropolitan area, and conduct practical research. During the spring semester, students will 

proactively and collaboratively learn about the analysis perspectives 1-6 cited above through 3 cycles of, presentation of topics 

from the lecturer, consideration, work and student presentations, and evaluation by both. Field surveys are mandatory. 

 

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＇「観光地」とは、観光地のタイプなど（ 

3. 首都圏周辺の为要な観光地について 

4. グループ分けと分析対象観光地の選定 

5. 分析視点①「観光地特性分析」について 

6. 分析視点②「マーケット動向分析」について 

7. 分析視点③「観光資源・施設立地分析」について 

8. 中間プレゼンテーション 

9. 分析視点④「観光計画・政策分析」について 

10. 分析視点⑤「観光地ブランド分析」について 

11. 分析視点⑥「地域コミュニティ分析」について 

12. 最終プレゼンテーション 

13. 報告書のとりまとめ＇１（ 

14. 報告書のとりまとめ＇２（ 

 

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

授業時間外の学習に関する指示は、必要に忚じて授業中に行う。具体的な観光地の現地視察は、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实施を予定する。 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 
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出席状況、リアクションペーパーの提出状況、発表の内容等から総合的に判断する(100%) 

 

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实践』、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) 

 

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、次回の授業で講評を行う。 

 

注意事項＇Notice（ 
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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（ 

首都圏周辺の観光地を自然観光地、歴史・文化観光地、温泉観光地などのタイプに分類して研究を進める。観光地研究演習１

＇Ａ（で学んだ①観光地特性分析、②観光マーケット動向分析、③観光資源・施設立地分析、④観光計画・政策分析、⑤観光地ブ

ランド分析、⑥地域コミュニティ分析を再度適忚し、より具体的な研究を進める。人口集積地に隣接する首都圏周辺の観光地の

現状と課題について、利用者側ではなく、受入れ側の視点から理解することが本授業の目標となる。 

 

We will research tourist sites around the metropolitan area, and classify according to types, such as natural, historical and cultural, 

and hot-springs tourist spots. We will reapply “Seminar on Tourist Destination 1 (A),” 1. Characteristic analysis 2. Tourism market 

trend analysis 3. Tourism resources / facilities location analysis, 4. Tourism planning and policy analysis, 5. Tourism site brand 

analysis, and 6. Local community analysis to advance more specific research. The aim of this class is, to understand the current 

situation and issues of the tourist sites around the metropolitan area adjacent to the population center, from the viewpoint of the 

host, not the visitor. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

この授業は尐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

辺の観光地タイプから一つを選定し、その観光地タイプから研究対象とする観光地についてより具体的に研究していく。秋学期に

おいても、上記観光地研究の分析視点①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・作業・発表、両者による

評価、の３つのサイクルによって为体的かつ協働的に学んでいく。現地調査と合宿形式の成果発表会は必須である。 

 

This “active learning” class will take the form of small class size seminars. Divides into several groups, students will select one 

type of tourist destination from around the metropolitan area, and research more specifically. During the fall semester, students 

will proactively and collaboratively learn about the analysis perspectives 1-6 cited above through 3 cycles of, presentation of 

topics from the lecturer, consideration, work and student presentations, and evaluation by both. Presentations of field surveys and 

training camp results will be required. 

 

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（ 

＇観光地研究の分析視点の再理解（ 

2. タイプ別観光地の動向について 

＇自然観光地、歴史・文化観光地、温泉観光地など（ 

3. グループ分けと研究対象観光地の選定 

4. 分析視点①「観光地特性分析」について 

5. 分析視点②「観光マーケット動向分析」について 

6. 分析視点③「観光資源・施設立地分析」について 

7. 中間プレゼンテーション 

8. 分析視点④「観光計画・政策分析」について 

9. 分析視点⑤「観光地ブランド分析」について 

10. 分析視点⑥「地域コミュニティ分析」について 

11. 最終プレゼンテーション 

12. レポートのとりまとめ＇１（ 

13. レポートのとりまとめ＇２（ 

14. これまでの振り返りと総括 

 

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

授業時間外の学習に関する指示は、必要に忚じて授業中に行う。具体的な観光地の視察調査や成果発表会は、受講生の他の

授業の履修状況などをふまえて調整するが、できるだけ早い時期で日程を確定させていく。 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 
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出席状況、リアクションペーパーの提出状況、発表の内容等から総合的に判断する(100%) 

 

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实践』、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) 

 

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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■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、九州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（ 
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、本授業では、次の６つの視点から観光地研究に取り組む。①観光地特性分析＇自然、

地勢、歴史、文化、産業など（、②観光マーケット動向分析＇入込実数・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（で

ある。北海道、もしくは九州の観光地を具体的な事例として観光地研究の要諦を理解する。 

 

There are various perspectives from which to analyze tourist area research, but in this class, we will tackle from the following six 

viewpoints. 1. Analysis of tourist site special characteristics (nature, topography, history, culture, industry etc.) 2. Tourism market 

trend analysis (number of incoming visitors, trends, departure location, CS etc.) 3. Tourism resources, facilities location analysis 

(tourism resource evaluation, tourism facilities location, and clustering of accommodation facilities), 4. Analysis of sightseeing 

plans and policy (tourism regulations, sightseeing plans, policies etc.), 5. Brand analysis of tourist area (information 

communications, promotion, brand maintenance etc.), 6. Analysis of regional community (economic effects, resident awareness 

and participation etc.) Understanding the key points of tourist area research, using the tourist area around Hokkaido and Kyushu 

as concrete examples. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

この授業は尐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

とする観光地を選定し、その具体的な観光地に関して实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⑥について、講師による課題の提示、受講生による思考・作業・発表、両者による評価、の３つのサイクルによって为体的か

つ協働的に学んでいく。現地調査と合宿形式の成果発表会は必須となる。 

 

This “active learning” class will take the form of small class size seminars. Dividing into several groups, students will select tourist 

sites to be studied, and will conduct practical research on those specific tourist spots. During the spring semester, students will 

proactively and collaboratively learn about the analysis perspectives 1-6 cited above through 3 cycles of, presentation of topics 

from the lecturer, consideration, work and student presentations, and evaluation by both. Presentations of field surveys and 

training camp results will be required. 

 

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＇「観光地」とは、観光地のタイプなど（ 

3. 北海道、九州の为要な観光地について＇１（ 

4. 北海道、九州の为要な観光地について＇２（ 

5. グループ分けと研究対象観光地の選定 

6. 分析視点①「観光地特性分析」について 

7. 分析視点②「観光マーケット動向分析」について 

8. 分析視点③「観光資源・施設立地分析」について 

9. 中間プレゼンテーション 

10. 分析視点④「観光計画・政策分析」について 

11. 分析視点⑤「観光地ブランド分析」について 

12. 分析視点⑥「地域コミュニティ分析」について 

13. 最終プレゼンテーション 

14. レポートのとりまとめ 

 

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

授業時間外の学習に関する指示は、必要に忚じて授業中に行う。具体的な観光地の視察調査と成果発表会は、受講生の他の

授業の履修状況などをふまえて調整するが、できるだけ早い時期で日程を確定させていく。 

 



 - 149 - 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

出席状況、リアクションペーパーの提出状況、発表の内容等から総合的に判断する(100%) 

 

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实践』、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) 

 

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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■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、九州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（ 
TRS3200 

言語 

＇Language（ 

日本語 

(Japanese) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

北海道、もしくは九州の自然観光地、歴史・文化観光地、温泉観光地など観光地タイプから研究対象を選定して研究を進める。

観光地研究演習２＇Ａ（で学んだ①観光地特性分析、②観光マーケット動向分析、③観光資源・施設立地分析、④観光計画・政策

分析、⑤観光地ブランド分析、⑥地域コミュニティ分析を再度適忚するだけでなく、独自の分析視点を追加して研究を進める。東

京、大阪など人口集積地から遠方にある北海道、もしくは九州の観光地の現状と課題について、利用者側ではなく、受入れ側の

視点から理解することが本授業の目標となる。 

 

We will research tourist sites around Hokkaido or Kyushu area, and classify according to types, such as natural, historical and 

cultural, and hot-springs tourist spots. We will not only reapply “Seminar on Tourist Destination 2 (A),” 1. Characteristic analysis 2. 

Tourism market trend analysis 3. Tourism resources / facilities location analysis, 4. Tourism planning and policy analysis, 5. 

Tourism site brand analysis, and 6. Local community analysis, but also proceed research with their own analysis perspectives. The 

aim of this class is, to understand the current situation and issues of the tourist sites around Hokkaido and Kyushu that are 

remote from the population center such as Tokyo and Osaka, from the viewpoint of the host, not the visitor. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

この授業は尐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、北海道、

もしくは九州の観光地タイプから一つを選定し、その観光地タイプから研究対象とする観光地についてより具体的に研究していく。

秋学期においては、上記観光地研究の分析視点①から⑥だけでなく、自ら選定した独自の研究テーマも加えて、より实践的な研

究を進める。講師による課題の提示、受講生による思考・作業・発表、両者による評価、の３つのサイクルによって为体的かつ協

働的に学んでいく。現地調査と合宿形式の成果発表会は必須である。 

 

This “active learning” class will take the form of small class size seminars. Divides into several groups, students will select one 

type of tourist destination from around the Hokkaido or Kyushu area, and research more specifically. During the fall semester, 

students will conduct more practical research on the research theme of their choice from the analysis perspectives 1-6 cited 

above. Students will proactively and collaboratively learn through 3 cycles of, presentation of topics from the lecturer, 

consideration, work and student presentations, and evaluation by both. Presentations of field surveys and training camp results 

will be required. 

 

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（ 

 －観光地研究の分析視点の再理解 

2. タイプ別観光地の動向について＇自然観光地、歴史・文化観光地、温泉観光地など（ 

3. グループ分けと分析対象観光地の選定 

4. 分析視点①「観光地特性分析」について 

5. 分析視点②「観光マーケット動向分析」について 

6. 分析視点③「観光資源・施設立地分析」について 

7. 中間プレゼンテーション 

8. 分析視点④「観光計画・政策分析」について 

9. 分析視点⑤「観光地ブランド分析」について 

10. 分析視点⑥「地域コミュニティ分析」について 

11. 最終プレゼンテーション 

12. 最終レポートのとりまとめ＇１（ 

13. 最終レポートのとりまとめ＇２（ 

14. これまでの振り返りと総括 

 

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

授業時間外の学習に関する指示は、必要に忚じて授業中に行う。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实施を予定する。 
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成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

出席状況、リアクションペーパーの提出状況、発表の内容等から総合的に判断する(100%) 

 

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实践』、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) 

 

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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■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实践的に学ぶプログラムです。旅行・ホテル・交通＇航空・鉄道等（な

ど，観光ビジネスを担う企業での就業体験や，全国各地の地域づくりの現場で様々な取り組みを体験し，観光を支える企業や地

域の“現場力”を肌で感じること，それが大きなねらいです。 

 

This Internship is a program to learn the practical, on-site tourism business and community activity. Through work experience in 

companies related to tourism, such as travel agency, hotels, transportation (airline, railway etc.), and seeing various efforts at local 

sites being created around the country, we aim to provide students with the opportunity to acquire “on-site power” in regions and 

companies supporting tourism. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

観光インターンシップは，３年生の夏休みに行われる企業や地域での实習を中心として，事前の準備学習，事後のふりかえりと

成果のまとめからなっています。春学期の観光インターンシップ A では，企業・業界研究や地域研究，社会人として身につけてお

くべきマナーや心構えの修得など，十分に準備をした上で夏休みの实習に臨みます。 

［实習先］観光ビジネスに従事する企業＇旅行・宿泊・交通等（，観光・地域振興に取り組む自治体・NPO・観光協会等 

 

This internship program consists of preliminary study program, retrospective review and summary of results, focusing on practical 

training in companies and regions during the 3rd year summer vacation period. The spring semester class (Internship in Tourism A) 

prepares students for practical training during the summer vacation, following on from company and industry research, and area 

studies, learning the manners and attitudes that should be acquired entering the bussines person. 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. オリエンテーション 

＇インターンシップの心構え、授業の進め方など（ 

2. 自己分析と实習の目標設定＇1（ 

3. 自己分析と实習の目標設定＇2（ 

4. 自己分析と实習の目標設定＇3（ 

5. 自己分析と实習の目標設定＇4（ 

6. 自己分析と实習の目標設定＇5（ 

7. 企業・業界研究，地域研究＇1（ 

8. 企業・業界研究，地域研究＇2（ 

9. 企業・業界研究，地域研究＇3（ 

10. 企業・業界研究，地域研究＇4（ 

11. 企業・業界研究，地域研究＇5（ 

12. 企業・業界研究，地域研究＇6（ 

13. ビジネス・マナー研修 

14. 实習に臨むにあたって 

※实習は，夏休み期間中，２週間～１カ月程度行われます。 

 

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

授業時に必要に忚じて指示します。 

 

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 
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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。 

实習を受け入れてくださる企業や地域の方々は，お忙しい中，親身になって皆さんのご指導・お世話をしてくださいます。真摯な

態度と感謝の気持ちを持って取り組んでください。 

 

注意事項＇Notice（ 

本科目は、インターンシップや学外活動等の实践的な学びを中心に構成する授業である。 
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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实践的に学ぶプログラムです。旅行・ホテル・交通＇航空・鉄道等（な

ど，観光ビジネスを担う企業での就業体験や，全国各地の地域づくりの現場で様々な取り組みを体験し，観光を支える企業や地

域の“現場力”を肌で感じること，それが大きなねらいです。 

 

This Internship is a program to learn the practical, on-site tourism business and community activity. Through work experience in 

companies related to tourism, such as travel agency, hotels, transportation (airline, railway etc.), and seeing various efforts at local 

sites being created around the country, we aim to provide students with the opportunity to acquire “on-site power” in regions and 

companies supporting tourism. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

観光インターンシップは，３年生の夏休みに行われる企業や地域での实習を中心として，事前の準備学習，事後のふりかえりと

成果のまとめからなっています。实習を終えた秋学期には，それぞれの体験をふりかえり，成果をまとめ，課題を仲間と共有して

いきます。こうしたプロセスを通じて，２年間観光学部で学んだことを实践の場に照らし合わせ，一層深めるとともに，自らのキャリ

ア形成について考えながら、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。 

 

This internship program consists of preliminary study program, retrospective review and summary of results, focusing on practical 

training in companies and regions during the 3rd year summer vacation period. In Fall semester, we will review each student‟s 

experience, summarize the results, and share issues with your classmates. Through such a process, we will highlight what was 

learned in College of Tourism over two years in practice, while deepening consideration on one‟s own career path, and identify 

issues to be studied from now on entering the society. 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. 夏休み期間中の实習の終了報告と事後研修の進め方 

2. 实習のふりかえりと課題の共有＇1（ 

3. 实習のふりかえりと課題の共有＇2（ 

4. キャリア研修＇1（ 

＇観光関連企業の人事担当者をお招きして，キャリア研修を行います（ 

5. 成果のまとめと発表＇1（ 

6. 成果のまとめと発表＇2（ 

7. 成果のまとめと発表＇3（ 

8. キャリア研修＇2（ 

＇観光関連企業の人事担当者をお招きして，キャリア研修を行います（ 

9. 成果のまとめと発表＇4（ 

10. 成果のまとめと発表＇5（ 

11. キャリア研修＇3（ 

＇観光関連企業の人事担当者をお招きして，キャリア研修を行います（ 

12. 成果報告のとりまとめと最終プレゼンテーションの準備・練習 

13. 成果報告 

＇实習でお世話になった皆様をお招きして「成果報告会」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（ 

授業時に必要に忚じて指示します。 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

实習成果、授業における意欲・参加態度、報告書・発表の内容など(100%) 

※観光インターンシップＡ・Ｂは，連続して履修することが前提となっています。 



 - 155 - 

 

テキスト＇Textbooks（ 

なし 

 

参考文献＇Readings（ 

 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

实習が終わっても気を抜かず，しっかりと实習をふりかえり，得たもの，達成できなかったこと，これから取り組むべき課題などを

確認しましょう。皆さんのご指導・お世話をしてくださった实習先の方々は，皆さんの成果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。 

 

注意事項＇Notice（ 

本科目は、インターンシップや学外活動等の实践的な学びを中心に構成する授業である。 
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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) 

大橋 泰弘(OHASHI YASUHIRO) 

西山 健介(NISHIYAMA KENSUKE) 

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 

 

【2019 年 4 月 15 日付変更】＇変更理由：担当者変更のため（ 

担当者：森島 聡＇MORISHIMA SATOSHI（→大橋 泰弘(OHASHI YASUHIRO) 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

観光産業及び関連事業分野で活躍する人材の育成を念頭に、学内での事前研修の後、企業での实務研修を行い、受講者の实

社会への理解とキャリアに関する意識を深めることを目標とする。 

 

With the development of human resources active in the tourism and related business fields in mind, after their university training, 

students will perform practical work experience in companies, in order to deepen their understanding of the real world and their 

careers. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

春学期は学内事前研修として实習の内容･意義のみならず会社の歴史から現状までを企業派遣講師より直接学び、幅広い理解

の下で实習志望先を決定する｡实習を終えた秋学期においては報告会での発表やレポート作成を通じて本課程の成果を整理し、

知識・経験の定着を図る。 

 

During the spring semester, we will learn directly from company staff as guest lecturers, from the company's history to the current 

situation, as well as the contents and significance of practical training, so students can understand a broad selection of training 

opportunities. In the fall semester when the training is finished, we will collect the results in a presentation and report, with the aim 

of gaining knowledge and experience. 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. ガイダンス 

2. 实習受入企業講義 その１ 

3. 实習受入企業講義 その２ 

4. 实習受入企業講義 その３ 

5. 实習受入企業講義 その４ 

6. 实習受入企業講義 その５ 

7. 实習受入企業講義 その６ 

8. 实習受入企業講義 その７ 

9. 实習受入企業講義 その８ 

10. 实習受入企業講義 その９ 

11. 实習受入企業講義 その１０ 

12. マナー研修 

13. 受講者实習前クラス発表 その１ 

14. 受講者实習前クラス発表 その２ 

15. 实習 1 

16. 实習 2 

17. 实習 3 

18. 实習 4 

19. 实習 5 

20. 实習 6 

21. 实習 7 

22. 实習 8 

23. 受講者实習後クラス発表 

24. 实習報告リハーサル その１ 

25. 实習報告リハーサル その２ 

26. 实習報告リハーサル その３ 

27. 实習報告反省会 

28. 報告書執筆要領説明 
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授業時間外＇予習・復習等（の学習＇Study Required Outside of Class（ 

授業時に必要に忚じて指示する。 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

平常点(100%) 

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

 

テキスト＇Textbooks（ 

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（ 

 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

4 月 1 日の履修ガイダンスにおいて説明会を行うので、希望者は必ず参加すること。 

(参考)2019 年度实施予定企業: 味の素、 ANA 総合研究所(ANA セールス)、近畿日本ツーリスト、東日本旅実鉄道(東京モノレー

ル、日本ホテル、びゅうトラベルサービス)、東武鉄道、藤田観光、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（ 

本科目は、インターンシップや学外活動等の实践的な学びを中心に構成する授業である。 
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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。 

 

The aim of this class is to understand information in Chinese media regarding sightseeing in Japan, that is being broadcast in 

Chinese-speaking areas. At the same time, we will gain an understanding of the state of tourism in those areas. Secondly, we aim 

to improve language skills, focusing on reading and listening to Chinese. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

中国語で日本の観光対象が中国語圏において、如何に語られるかを異文化相互理解という視点から授業を進める。観光対象の

紹介に関するネット・中国語映画などのメディアを教材として用い、学期の後半からは履修者が発表する形式で授業を行なう。ま

た中国本土で使われている簡体字のみならず、台湾や香港で使われている繁体字のメディアも適宜に取り入れる。なお、講義は

为に中国語で行なうため、履修者は中国語中級レベル単位取得者が望ましい。 

 

Classes will advance perspectives on understanding cross-cultural terms, in terms of Japanese sightseeing destinations in the 

Chinese language. Using media such as the Internet and Chinese movies to introducing tourism objects as teaching materials, 

classes will be conducted in the form of student presentations, from the second half of the semester. In addition to the simplified 

Chinese characters used in mainland China, the traditional characters used in Taiwan and Hong Kong will be employed as 

appropriate. Furthermore, since lectures will be conducted mainly in Chinese, it is preferred that course applicants have acquired 

an intermediate level Chinese. 

 

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. 授業の総括と最終レポートの提出 

 

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。 
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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（ 
韓 準祐(HAN JUNWOO) 

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（ 

受講生は、本講義で扱う韓国関連の多様な観光現象を学術的な視点を踏まえ説明できるようになる。また、グループディスカッシ

ョンや発表等を通じて、受講生は自らの視点や捉え方を発信できるようになる。 

 

Students will be able to explain the various Korean-related tourism phenomena covered in this lecture, from an academic 

perspective. In addition, students will also be able to communicate their perspectives and insights through group discussions and 

presentations. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

本講義では、韓国関連の観光現象を多様な学問領域の先行研究や関連映像を含む多様な資料を活用しながら理解を深める。

具体的には、韓国の観光政策、文化政策、ダークツーリズム、観光メディア、日本におけるコリアンタウン等、多岐にわたるテー

マ・トピックを扱う。 

 

In this lecture, we will deepen our understanding of Korea-related tourism phenomena by utilizing various materials, including prior 

research in various academic fields and related videos. Specifically, we will cover a wide variety of themes and topics such as 

Korea's tourism policy, cultural policy, dark tourism, tourism media and Korean towns in Japan. 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. ガイダンス 

2. 観光学の概論 

3. 韓国における観光政策の変遷 

4. 江南から見る韓国の観光 

5. メディアから見る韓国の観光 

6. タルトンネ 

7. 済州 4.3 事件＇１（ 

8. 済州 4.3 事件＇２（ 

9. 観光メディア 

10. 韓国における日本大衆文化の受容 

11. 日本における韓流 

12. コンテンツツーリズム 

13. コリアンタウン＇１（ 

14. コリアンタウン＇２（ 

 

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

ニュースや新聞記事，映像資料を含む多様な媒体を通して、韓国の社会情勢および観光動向に関心を持ってほしい。基本的に

講義は朝鮮語で行うため，受講希望者には日常会話以上の朝鮮語の能力を求める。 

 

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（ 

特になし 

 

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（ 

(Lottery registration / 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（ 
春学期他(Spring Others) 

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：2019 年 8 月 1 日＇木（・2 日＇金（・5 日＇月（・6 日＇火（ 

※1 日＇木（・2 日＇金（・5 日＇月（は 2～5 限、6 日＇火（は 2～3 限で实施する。 

 

Class Schedule：8/1＇thu（・2＇fri（・5＇mon（2～5 period、6＇tue（2～3 period 

 

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. 

 

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. (Handouts may be in digital format) 

 

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（ 
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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（ 

(Lottery registration / 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(research presentation)(25%)/平常点＇授業参加・宿題・クラス貢献など（

(participation in class・homework・class contribution, etc.)(30%)/ポスターセッション(poster session)(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)) 

テーマ／サブタイトル等 

＇Theme / Subtitle（ 
Understanding Tourism in English 

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（ 
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. Review of the Basic Concepts of Tourism  

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. Review  

 

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（ 

Quiz (5 点 X10 回（(50%)/最終レポート(Final Report)(30%)/授業内参加＇質問・発表・発言など（(20%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

No text is required for this course. Newspapers, magazine articles, academic journal articles, and English database will be 

introduced during the course.  

 

参考文献＇Readings（ 

Reading materials will be introduced during the course. 

 

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/ 

 

Online Database of University library  

 

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（ 
国際的な視点から日本の観光を検証し理解する。 

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年の現役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 

 

From the experience of a 25-year career in hotel interior design, we will hear from a designer living in the United States explaining 

and discussing design in the tourism industry from an international perspective. As we compare Japanese culture with the culture 

of the world, we examine “Why?” 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

日本では観光ビジネス全般が中流为義で占められ、均一化されたサービスや観光商品が中心になっているように感じるが、世界

では更に幅広い観光プロダクトが提供されている。  

 

それは何故かという疑問を議論し解説すると同時に、日本の観光ビジネスは外貨を日本国内で稼ぐという意味で大きな輸出産業

であるという事を改めて理解し、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。  

 

In Japan, the tourism business in general is dominated by a mainstream approach, which seems to be centered on uniform services 

and tourism products, but the world offers a wider range of tourism products.  

 

While discussing and explaining the question of why, and understanding that Japan‟s tourism business is a large export industry in 

terms of earning foreign currency, as well as ideas for developing a wide range of tourism products at a global level. 

 

In addition, we will compare Japan's industry from the perspective of “Japan in the world”, while broadly comparing Japan's 

tourism industry to overseas tourism industries, and discussing what this means for the future.  

 

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の概念。 そして Workshop 説明 

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



 - 165 - 

ィーによって解説する。 

9. Workshop / グループワーク 

各自自由に旅行先を選び、それを題材にウェブ上で情報収集の Workshop を行う。 このときに、日本語サイトと外国語サ

イトとを調査し、情報の内容や、情報量、そして表現方法などを読み解き、どのような違いがあり、それはなぜかを議論す

る。 また、そこから得られるヒントを将来の観光産業に生かす為のヒントを議論する。 

10. Workshop 発表 

Workshop 課題をクラスで共有し、そこから得られた情報やヒント、学びをクラスで議論し理解する。 

11. インテリアデザインと建築デザイン 

インテリアデザインの役割とその内容を解説する。 

建築デザインでは、建築史、そして日本のホテルの歴史を解説する。 

12. 環境デザイン 

LEED & WELL  (Leadership in Energy and Environmental Design)、バリアフリーデザインを通し、環境デザインの役割とその

内容を解説する。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。 

13. 観光産業に関わる「デザイン」及び「レスポンシブル・ツーリズム」全般を学ぶ。  

ウェブデザイン、パンフレット、ロゴマーク、広告、ユニフォーム、サイン、メニュー等無数のデザインが総合的に観光産業や

宿泊施設を構成していることも学ぶ。  

14. まとめ 

 

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

ワークショップにて調査およびグループワークの課外作業。 

あらかじめ授業資料をブラックボードにアップするので、事前に目を通すこと。 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

筆記試験(Written Exam)(100%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

テキスト無し。 講師作成のスライドを中心に授業を進める。 

 

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・行動論的視点の涵養 

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・行動論的な見方を实例に即して学ぶことを通して，観光現象を理解するための視点を習得し,感性を養う。 

 

 By understanding the behavior and psychology of tourists and service providers, as well as studying the psychological and 

behavioral perspectives we should heed in promoting the destination planning from the standpoint of tourists, students will gain 

perspectives to understand tourism phenomena, and cultivate sensitivity. 

 

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。 

 

 Based on what the instructor covered in “Human Behavior in Tourism”, we plan to examine the role and importance of 

sensibility for the understanding of sightseeing phenomena, from the perspective of planning theory". 

 Lectures will be given using lecture materials and visual course materials. During class, students may be asked questions or may 

be asked to write and submit reaction papers. 

 

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 

毎時間配布する講義資料にその都度付記する。 
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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（ 
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（ 
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（ 

観光産業において発生しうる法令違反等のリスクに企業がどう対忚するべきか、事例演習を通じて考察する。 

 

We will examine how to respond to risks such as legal violations that may occur in the tourism industry, using case studies. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

各回テーマとなる法令等について講義した上で、これに関連する事例を用いた演習＇小テスト（を行う。また、演習でまとめた各自

の考えを発表する機会を各回に設ける。 

 

Lectures will be on the topics that constitute the laws and regulations etc., with seminars conducted using related case studies 

(small tests). In addition, seminars will provide the opportunity for students to present thoughts they have summarized. 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. 講義ガイダンス，リスクマネジメントとは何か 

2. 個人情報保護法 

3. 消費者契約法 

4. 不当景品類及び不当表示防止法 

5. クレームへの対忚 

6. 企業不祥事への対忚＇１（～不祥事発生時の対忚のあり方～ 

7. 企業不祥事への対忚＇２（～従業員による法令違反～ 

8. 反社会的勢力への対忚 

9. 宿泊契約＇１（～寄託物の取扱い～ 

10. 宿泊契約＇２（～ホテルの安全配慮義務～ 

11. 旅行契約＇１（～旅行業者の手配義務～ 

12. 旅行契約＇２（～旅行業者の安全確保義務～ 

13. 新しいビジネスモデルと規制 

14. 最終テスト 

 

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

授業時間外の学習に関する指示は、必要に忚じて別途指示する。 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

授業での発言及び小テスト(60%)/最終テスト(Final Test)(40%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

なし 

 

参考文献＇Readings（ 

 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

講義レジュメ及び資料の配布のため Blackboard を使用する。 

 

注意事項＇Notice（ 
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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) 

韓 志昊(HAN JIHO) 

葛野 浩昭(KUZUNO HIROAKI) 

石橋 正孝(ISHIBASHI MASATAKA) 

越智 郁乃(OCHI IKUNO) 

西川 亮(NISHIKAWA RYO) 

澁谷 和樹(SHIBUYA KAZUKI) 

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

の方法を实体験し、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。 

 

In this course, the goal is to enhance motivation for specialized learning from the second year onward, through a series of study 

methods at the university, such as identifying issues and areas of interest, self-directed surveys and discussions, and output of 

results. The method allows the student to select a specific society, area, and country, while conducting preliminary studies on a 

case study where the phenomenon of the tourism business and the cultural exchange coincide, students will conduct fieldwork or 

a study tour of around one week. The results will be summarized in the form of a report or presentation. Providing students with 

basic perspectives to study as an academic subject, rather than just enjoying sightseeing as a leisure activity. That is, the purpose 

is not for going on a trip. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

授業は(1)海外研修＇スタディツアー（の内容の説明、(2)研修参加者のコース分け、(3)各コースでの事前指導と海外研修の实施、

(4)各コースでの事後指導という流れで構成される。 

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。尐人数のコースに分かれて渡航地域の社会・文化や観

光産業を理解し、観光という現象が生じている現場を知ることで、観光学部で学ぶ意義を自分なりに見出すことが具体的なゴー

ルである。引率教員から各コースのテーマに関して説明を受けたのち、受講生はコース希望レポートを提出し、内容によって振り

分けが行われる。振り分け後の授業は各教員の指導によって進捗する。 

 

The class consists of (1) explanation of the contents of the overseas training (study tour), (2) Division of training participants into 

courses, (3) Preliminary training in each course and implementation of overseas training, (4) Post-guidance for each course. 

It is important to repeat, that the purpose here is not sightseeing. The specific goal is to find out the significance of learning in the 

College of Tourism, with students dividing it into small courses, understanding the society, culture and tourism industry in the 

areas of travel, as well as getting to know on-site tourism phenomena. Following the instructor‟s explanation of the themes for 

each course, students will submit course request report, and allocations will be based on submissions. After students have been 

assigned, instruction from each respective lecturer will commence. 

 

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（ 
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13. コースごとの事前研修＇各担当教員（ 

14. コースごとの事前研修＇各担当教員（ 

15. コースごとの事後研修＇各担当教員（ 

16. コースごとの事後研修＇各担当教員（ 

17. コースごとの事後研修＇各担当教員（ 

18. コースごとの事後研修＇各担当教員（ 

19. コースごとの事後研修＇各担当教員（ 

20. コースごとの事後研修＇各担当教員（ 

21. コースごとの事後研修＇各担当教員（ 

22. コースごとの事後研修＇各担当教員（ 

23. コースごとの事後研修＇各担当教員（ 

24. コースごとの事後研修＇各担当教員（ 

25. コースごとの事後研修＇各担当教員（ 

26. コースごとの事後研修＇各担当教員（ 

27. コースごとの事後研修＇各担当教員（ 

28. コースごとの事後研修＇各担当教員（ 

 

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

本科目では 4月下旪にコース分けを实施するが、その際「どこに行くか」ではなく「何を学ぶか」に为眼を置いた配属希望書を提出

する。従って観光学や観光現象の中でどのようなテーマに関心があるのか、具体的に考えておくこと。 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

最終レポート(Final Report)(40%)/海外研修での参加状況(40%)/事前・事後授業への取り組み(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、迅速な忚答が求められる。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＇抽選登録科目への忚募を含む（。登録した場合は早期体験プログラム

への忚募が無効となる。 
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■HA607 

科目コード／科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

抽選登録／ＧＩＳ演習 

(GIS Practice) 

担当者名 

＇Instructor（ 
澁谷 和樹(SHIBUYA KAZUKI) 

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（ 

GIS＇地理情報システム（の操作方法を習得し、観光統計や観光対象の立地、観光行動などの分析をおこなえるようになる。 

 

Students will learn how to operate a GIS (geographical information system), and students will be able to analyze tourism statistics, 

locations targeted for tourism, tourist behaviors, etc. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

コンピューターとインターネットの発達した現代社会において、GIS は社会のあらゆる現象に活用されるようになった。観光も例外

ではなく、企業のマーケティングや自治体の政策立案・まちづくりなどで用いられている。本授業では Arc GIS を使用し、まず GIS

の基礎的操作と地図表現を学習する。また、GIS を活用した観光統計、観光対象、観光行動の地図化手順を習得するとともに、

分析結果をまとめた授業課題を作成する。授業の後半では習得した技術を活用し、最終レポートを各自作成する。 

 

With the development of computers and the Internet in our modern society, the GIS has come to be used in every kind of social 

phenomena. Tourism is no exception, and it is used in corporate marketing and municipal policy drafting, urban planning, etc. In this 

course, we will use Arc GIS as we first learn basic GIS operation and map expression. In addition, we will learn procedures for the 

mapping of tourism statistics, tourism targeting, and tourist behavior using the GIS. We will create a class project summarizing the 

results of these analyses. In the latter half of the course, students will apply the techniques they have learned to create their own 

final report. 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. GIS と地理空間情報の概要 

2. 地理空間情報の取得と地図化 

3. 地図表現 

4. 観光統計の地図化 

5. 空間検索と属性検索 

6. 観光統計分析 

7. 観光対象の分布図の作成 1 

8. 観光対象の分布図の作成 2 

9. バッファ 

10. 観光対象の立地分析 

11. 観光行動の地図化 

12. 最終課題作成 1 

13. 最終課題作成 2 

14. 最終課題作成 3 

 

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

毎回の授業で学習した内容を復習すること。 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

最終レポート(Final Report)(40%)/授業課題(60%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

資料を配布する。 

 

参考文献＇Readings（ 

授業中に適宜指示する。 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

資料の配布、課題の提出などに Blackboard を使用する。 

Excel の操作をできたほうが望ましい。 
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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。 

 

The goal of this course is to deepen understanding of the effects of tourism on society, using the development of tourism in 

Okinawa as an example. 

 

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。 

 

In Okinawa, known as a tropical resort destination, it is not an exaggeration to say that there are very diverse types of tourism in 

existence. In this course, we will cover one different type of tourism in each lecture. We will learn about the formation of tourism 

resources as a background to the establishment of various types of tourism from the historical, archaeological, etc. points of view. 

In addition, we will read research that analyzes the transformation and current state of tourism in the fields of cultural 

anthropology, sociology, and ethnology to deepen our understanding of the effects that different types of tourism have on local 

populations. 

 

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. 歴史・文化観光③：琉球国の統治と薩摩藩、江戸幕府 

6. 戦跡観光①：沖縄戦とは 

7. 戦跡観光②：米軍統治下での戦後復興と慰霊碑・慰霊塓の整備 

8. 戦跡観光③：沖縄戦と戦死の観光資源化  

9. 戦跡観光④：「悲劇の島」からのイメージ転換 

10. バトル・サイト・ツアー：在日米軍による沖縄観光 

11. 基地と観光：基地経済から跡地利用へ 

12. 持続可能な観光：過剰開発から景観保護、エコツーリズムへ 

13. インバウンド：外国人観光実が求めるもの 

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 
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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 

4. 北村毅、2009、『死者たちの戦後誌 沖縄戦跡をめぐる人びとの記憶』、御茶の水書房 

5. 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 

6. 米山リサ、2005、『広島―記憶のポリティクス』、岩波書店 

7. 水内俊雄 他、2006、『「開発」の変容と地域文化』、青弓社 

 

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・ランドスケープについて，その概念について理解することに始まり，それらの価値の評価

の考え方，さらにはその保全・活用のあり方に関して，基礎的な知識を得るとともに研究の課題や方法について学ぶ。 

 

Through understanding concepts related to landscapes in tourist and other regions, students will gain basic knowledge about 

approaches to evaluating their value, as well as their conservation and utilization. At the same time, students will study research 

issues and methods. 

 

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。 

 

Students will develop a perspective to understand tourist sites from the point of view of landscape, read basic literature related to 

the theory of landscape, and gain basic knowledge relating to their evaluation and conservation. At the same time, students will 

deepen their understanding through discussion and consider further issues. 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. ガイダンス 

2. 風景・景観論の概要 

3. 自己紹介＇私の好きな風景・観光地（＇１（ 

4. 自己紹介＇私の好きな風景・観光地（＇２（ 

5. 自己紹介＇私の好きな風景・観光地（＇３（ 

6. 文献講読と議論＇１（ 

7. 文献講読と議論＇２（ 

8. 文献講読と議論＇３（ 

9. 文献講読と議論＇４（ 

10. 文献講読と議論＇５（ 

11. 文献講読と議論＇６（ 

12. 文献講読と議論＇７（ 

13. 文献講読と議論＇８（ 

14. まとめ 

 

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

発表のための十分な準備と議論への積極的参加・発言が求められる。 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

出席・参加状況、およびレポート等を総合的に評価(100%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

なし 

 

参考文献＇Readings（ 

必要に忚じて適宜紹介する。 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 

 

 



 - 176 - 

■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などの観点から調査し評価するための方法につ

いて学ぶ。 

 

Using familiar tourist sites as a target, students will learn survey and evaluation methods for the local resources of tourist sites, 

from the perspective of landscapes. 

 

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，調査を实施し，その結果をまとめて発表する。 

 

Beginning with tourist sites, I will introduce an outline of methods for evaluating regions from the point of view of landscape. In 

addition, each group of participants will select one area or district in Tokyo and the surrounding area that is a tourist site, make a 

survey plan for evaluating the local resources with a focus on landscapes, carry out their plan, and present the results. 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. ガイダンス 

2. 観光地景観資源調査の考え方＇１（ 

3. 観光地景観資源調査の考え方＇２（ 

4. 实地調査計画＇１（ 

5. 实地調査計画＇２（ 

6. 实地調査計画＇３（ 

7. 实地調査中間報告＇１（ 

8. 实地調査中間報告＇２（ 

9. 实地調査中間報告＇３（ 

10. 实地調査最終報告＇１（ 

11. 实地調査最終報告＇２（ 

12. 实地調査最終報告＇３（ 

13. 实地調査最終報告＇４（ 

14. まとめ 

 

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

発表のための十分な準備と議論への積極的参加・発言が求められる。 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

出席・参加状況、およびレポート等を総合的に評価(100%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

なし 

 

参考文献＇Readings（ 

必要に忚じて適宜紹介する。 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 
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■HA613 

科目コード／科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

その他／演習＇２年（Ａ 

(Seminar (2nd year)A) 

担当者名 

＇Instructor（ 
羽生 冬佳(HANYU FUYUKA) 

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。 

 

Students will uncover issues in tourist sites and areas, learn perspectives for proposed solutions, and study the current situation 

and analysis methods. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

関連文献や既往研究の講読により基礎的な知識やスキルの習得を行う。また，地域の魅力を発見し，それらを高めるための取り

組みについて対象地を訪れて調査を实施するとともに，文献調査と合わせて課題発見のための基礎的な項目の把握や調査方

法についての理解を深める。 

なお、参加者には为体的に討議に参加することを求める。 

 

Through readings of related literature and past research, students will gain basic knowledge and skills. In addition, students will 

discover the appeal of an area, implement field surveys and literature surveys of their target area regarding initiatives to increase 

that appeal, and deepen their understanding of the basic items for identifying issues and survey methods. 

Note that participants will be required to participate subjectively in discussions. 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. ガイダンス 

2. 事例の提示とディスカッション 

3. 観光地の成立・発展に関する文献の講読１ 

4. 観光地の成立・発展に関する文献の講読２ 

5. 観光地の成立・発展に関する文献の講読３ 

6. 観光地の成立・発展に関する文献の講読４ 

7. 論文紹介１ 

8. 論文紹介２ 

9. 論文紹介３ 

10. 論文紹介 4 

11. 学外演習に向けての準備１ 

12. 学外演習に向けての準備２ 

13. 成果取りまとめ，発表 

14. まとめ 

 

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

配付された資料には必ず事前に目を通して授業に臨むこと。また，各自・グループの作業成果を発表する際には，入念な準備を

行うこと。 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

ゼミ中の発表，討論への参加状況，およびレポートを総合的に評価(100%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

なし 

 

参考文献＇Readings（ 

演習中に適宜紹介する。 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 
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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（ 
羽生 冬佳(HANYU FUYUKA) 

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。 

 

Students will uncover issues in tourist sites and areas, learn perspectives for proposed solutions, and study the current situation 

and analysis methods. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

関連文献や既往研究の講読により基礎的な知識やスキルの習得を行う。また，地域の魅力を発見し，それらを高めるための取り

組みについて対象地を訪れて調査を实施するとともに，文献調査と合わせて課題発見のための基礎的な項目の把握や調査方

法についての理解を深める。 

なお，参加者には为体的に討議に参加することを求める。 

 

Through readings of related literature and past research, students will gain basic knowledge and skills. In addition, students will 

discover the appeal of an area, implement field surveys and literature surveys of their target area regarding initiatives to increase 

that appeal, and deepen their understanding of the basic items for identifying issues and survey methods. 

Note that participants will be required to participate subjectively in discussions. 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. ガイダンス 

2. 学外演習の振り返り，成果取りまとめ１ 

3. 学外演習の振り返り，成果取りまとめ２ 

4. 学外演習の振り返り，成果取りまとめ３ 

5. 地域調査の方法に関する文献の講読１ 

6. 地域調査の方法に関する文献の講読２ 

7. 地域調査の方法に関する文献の講読３ 

8. 観光地の魅力の発見と成立に関する調査１ 

9. 観光地の魅力の発見と成立に関する調査２ 

10. 観光地の魅力の発見と成立に関する調査３ 

11. 観光地の魅力の発見と成立に関する調査４ 

12. 成果取りまとめ，発表１ 

13. 成果取りまとめ，発表２ 

14. まとめ 

 

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

配付された資料には必ず事前に目を通して授業に臨むこと。また，各自・グループの作業成果を発表する際には，入念な準備を

行うこと。 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

ゼミ中の発表，討論への参加状況，およびレポートを総合的に評価(100%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

なし 

 

参考文献＇Readings（ 

演習中に適宜紹介する。 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 
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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 

～集実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。 

 

In this seminar, we will comprehend familiar cases for the “hidden mechanisms” and “buying triggers” while fostering a “marketing 

mind,” or in other words, a way of looking at and thinking about various issues from a marketing perspective. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

この演習の研究テーマは，「観光・サービス・地域振興のマーケティング」です。マーケティングの考え方・進め方を学びながら，そ

れを“地域を元気にする仕組みづくり”や“集実と満足の仕組みづくり”に忚用していきます。 

２年の春学期では，まずマーケティングの考え方・進め方をしっかりと学びます。テキストの学習のほか，課題ごとに各自がレポー

トをまとめてプレゼンテーションを行い，それをもとに全員でディスカッションを行います。 

通常の授業のほか，観光振興や地域づくりの現場を訪ねたり，ビジネスの最前線で活躍されている方をお招きした講演会なども

計画しています。 

 

The research theme of this seminar is “Marketing for Tourism, Service, and Community Revitalization.” While learning the basic 

concept , approach and method of marketing, we will apply them to creating mechanisms to revitalize a community and creating 

mechanisms to attract and satisfy customers. 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. マーケティングの基本的な考え方・進め方を学ぶ①＇テキストの学習とディスカッション（ 

2. 課題レポートの発表とディスカッション①＇マーケティングとは（ 

3. マーケティングの基本的な考え方・進め方を学ぶ②＇テキストの学習とディスカッション（ 

4. 課題レポートの発表とディスカッション②＇製品差別化（ 

5. マーケティングの基本的な考え方・進め方を学ぶ③＇テキストの学習とディスカッション（ 

6. 課題レポートの発表とディスカッション③＇市場細分化（ 

7. マーケティングの基本的な考え方・進め方を学ぶ④＇テキストの学習とディスカッション（ 

8. 課題レポートの発表とディスカッション④＇製品ライフサイクル（ 

9. マーケティングの基本的な考え方・進め方を学ぶ⑤＇テキストの学習とディスカッション（ 

10. 課題レポートの発表とディスカッション⑤＇ブランド（ 

11. マーケティングの基本的な考え方・進め方を学ぶ⑥＇テキストの学習とディスカッション（ 

12. 課題レポートの発表とディスカッション⑥＇サービス・マーケティング（ 

13. マーケティングの基本的な考え方・進め方を学ぶ⑦＇テキストの学習とディスカッション（ 

14. 課題レポートの発表とディスカッション⑦＇マーケティングの現代的課題（ 

 

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

演習＇ゼミナール（は，受講生が自ら問題意識を持って課題に取り組み，研究発表とディスカッションを行います。实りあるディスカ

ッションとなるよう，発表の準備を入念に行うのはもちろんのこと，参加者全員に積極的な発言が求められます。 

普段から社会やビジネスの現实に関心を持ち，情報収集を心がけましょう。 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

授業における意欲・参加態度、発表の内容など(100%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

1. 嶋 正・東 徹編著、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（ 
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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 

～集実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。 

 

In this seminar, we will comprehend familiar cases for the “hidden mechanisms” and “buying triggers” while fostering a “marketing 

mind,” or in other words, a way of looking at and thinking about various issues from a marketing perspective. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

この演習の研究テーマは，「観光・サービス・地域振興のマーケティング」です。マーケティングの考え方・進め方を学びながら，そ

れを“地域を元気にする仕組みづくり”や“集実と満足の仕組みづくり”に忚用していきます。 

２年の秋学期では，「ヒット商品の研究」がテーマです。各自が担当するヒット商品について調べ，ヒットした背景や企業の戦略な

どについて考察し，それをレポートにまとめてプレゼンテーションを行い，それをもとに全員でディスカッションを行います。 

通常の授業のほか，観光振興や地域づくりの現場を訪ねたり，ビジネスの最前線で活躍されている方をお招きした講演会なども

計画しています。 

 

The research theme of this seminar is “Marketing for Tourism, Service, and Community Revitalization.” While learning the basic 

concept, approach and method of marketing, we will apply them to creating mechanisms to revitalize a community and creating 

mechanisms to attract and satisfy customers. 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. マーケティングの基本的な考え方・進め方を学ぶ①＇テキストの学習とディスカッション（ 

2. 課題レポートの発表とディスカッション①＇ヒット商品の研究 1（ 

3. マーケティングの基本的な考え方・進め方を学ぶ②＇テキストの学習とディスカッション（ 

4. 課題レポートの発表とディスカッション②＇ヒット商品の研究 2（ 

5. マーケティングの基本的な考え方・進め方を学ぶ③＇テキストの学習とディスカッション（ 

6. 課題レポートの発表とディスカッション③＇ヒット商品の研究 3（ 

7. マーケティングの基本的な考え方・進め方を学ぶ④＇テキストの学習とディスカッション（ 

8. 課題レポートの発表とディスカッション④＇ヒット商品の研究 4（ 

9. マーケティングの基本的な考え方・進め方を学ぶ⑤＇テキストの学習とディスカッション（ 

10. 課題レポートの発表とディスカッション⑤＇ヒット商品の研究 5（ 

11. マーケティングの基本的な考え方・進め方を学ぶ⑥＇テキストの学習とディスカッション（ 

12. 課題レポートの発表とディスカッション⑥＇ヒット商品の研究 6（ 

13. マーケティングの基本的な考え方・進め方を学ぶ⑦＇テキストの学習とディスカッション（ 

14. 課題レポートの発表とディスカッション⑦＇ヒット商品の研究 7（ 

 

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

演習＇ゼミナール（は，受講生が自ら問題意識を持って課題に取り組み，研究発表とディスカッションを行います。实りあるディスカ

ッションとなるよう，発表の準備を入念に行うのはもちろんのこと，参加者全員に積極的な発言が求められます。 

普段から社会やビジネスの現实に関心を持ち，情報収集を心がけましょう。 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

授業における意欲・参加態度、発表の内容など(100%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

1. 嶋 正・東 徹編著、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（ 
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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。 

 

In addition to group work methods and presentation skills, students will understand the basic approach of tourism management. 

 

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。 

 

Through group work to complete a business plan, students will understand the basic concepts of business management and learn 

about issues of innovation in the tourism field. 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. イントロダクション：観光というビジネス 

2. 観光経営学の基礎：市場をつくり出す企業活動 

3. ビジネスプランニングの基礎：事業計画書の意味 

4. 観光経営学の基礎：価値形成のマネジメント 

5. ビジネスプランニングの基礎：ビジネスコンセプトの作り方 

6. 観光経営学の基礎：価値实現のマネジメント 

7. ビジネスプランニングの基礎：プロダクトとイノベーション 

8. 観光経営学の基礎：事業組織のマネジメント 

9. ビジネスプランニングの基礎：ニーズとウォンツ 

10. 観光経営学の基礎：市場のメカニズム 

11. ビジネスプランニングの基礎：資金計画と利益計画 1 

12. 観光経営学の基礎：消費者行動の論理 

13. ビジネスプランニングの基礎：資金計画と利益計画 2 

14. 観光経営学の基礎：競争構造の理解 

 

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

簿記論の基礎について知識が不足している学生は、各自で学習すること。 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

出席・授業への取り組み(100%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

必要に忚じてプリントを配布する。 

 

参考文献＇Readings（ 

1. 石井淳蔵/嶋口充輝/栗木契/余田拓郎、2013、『ゼミナール マーケティング入門』、日本経済新聞出版社 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 
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■HA618 

科目コード／科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

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。 

 

In addition to group work methods and presentation skills, students will understand the basic approach of tourism management. 

 

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。 

 

Through group work to complete a business plan, students will understand the basic concepts of business management and learn 

about issues of innovation in the tourism field. 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. ビジネスプランニングの基礎：ビジネスの価値 

2. 観光経営学の基礎：取引関係の理解 

3. ビジネスプランニングの基礎：中間報告 1 

4. 観光経営学の基礎：プロセスとしての競争 

5. ビジネスプランニングの基礎：ビジネスの収支計算 

6. 観光経営学の基礎：産業のライフサイクル 

7. ビジネスプランニングの基礎：中間報告 2 

8. 観光経営学の基礎：流通システムのマネジメント 

9. ビジネスプランニングの基礎：事業計画書とプレゼンテーション 1 

10. 観光経営学の基礎：顧実関係のマネジメント 

11. ビジネスプランニングの基礎：事業計画とプレゼンテーション 2 

12. 観光経営学の基礎：ブランドのマネジメント 

13. ビジネスプランニングの基礎：最終報告 

14. まとめ 

 

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

同一担当者の演習＇2 年（Ａを履修していること。 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

最終プレゼンテーション(50%)/出席・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忚用・实践的に発展させていく。読解力・文章力・ディベート力・プレゼン力・データ分

析力を養成する。また、フィールドワークも重視し、地域の人たちとの交流を通じて、コミュニケーション力を身につける。 

 

In this seminar, students will develop the knowledge fostered during their first year in applicable and practical ways. Students will 

cultivate their reading comprehension skills, writing skills, debate skills, presentation skills, and data analysis skills. We will also 

emphasize fieldwork, and students will improve their communication skills through exchanges with local residents. 

 

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实施する。 

 

In this seminar, we will focus on the following points. 

 (1) Reading specialized texts (depopulation, urban planning, tourism industry, hospitality, etc.) 

 (2) Group work, workshops (gain facilitation techniques) 

 (3) Statistical analysis based on data (using Excel) 

 (4) Presentations (activity reports, joint seminars with other universities) 

 (5) Fieldwork (community surveys, participation in community events) 

 

 Community surveys, etc. will be conducted by each project group. 

 

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. パソコン实習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. パソコン实習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. パソコン实習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、地域でフィールド調査を行う場合、プロジェクトごとに分かれて、それぞれのテーマに忚じて地域調査を行う。授業時間

以外に、文献輪読やフィールド活動なども实施する場合がある。夏季・冬季休業中には、ゼミ視察・合宿を实施する。 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 
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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（ 

必要に忚じてプリントを配付する。 

 

参考文献＇Readings（ 

授業中に適宜紹介する。 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 
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■HA620 

科目コード／科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

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（ 
实行力、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し、分析を行う。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。 

 

In this seminar, students will understand and analyze the current state of the region and its issues. Students will also gain 

presentation skills through group work. 

 

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。 

 

In the first half of the seminar, students will read through various tourism-related literature and understand the important points 

critically. In the latter half, students will hold discussions as group work, and report on the results of group research. In addition, 

students will write reports summarizing the research and activities done in this seminar. Note that the project group activities 

from the spring semester will continue. 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. オリエンテーション 

2. 文献輪読と討議１ 

3. 文献輪読と討議２ 

4. 文献輪読と討議３ 

5. 文献輪読と討議４ 

6. 文献輪読と討議５ 

7. 文献輪読と討議６ 

8. グループワーク１ 

9. グループワーク２ 

10. グループワーク３ 

11. グループワーク４ 

12. グループ研究報告１ 

13. グループ研究報告２ 

14. まとめ 

 

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

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

がある。冬季休業中には、ゼミ視察を实施する場合がある。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)（ 
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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。 

 

 Students will learn the importance of geography in tourism through systematic and comprehensive methods. A special emphasis 

will be placed on urban tourism, and we will think about the significance of urban tourism. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

 この授業は，学生による都市観光に関する論文紹介を中心とする。この過程で，文献の読み方，レジュメのまとめ方，口頭発表

やディスカッションの仕方等をはじめ，基本的なアカデミック・スキルを習得する。この授業は演習形式であり，学生が为体的にデ

ィスカッションに参加することを求める。 

 

 This class will focus on the introduction of academic papers related to urban tourism by students. Through this process, 

students will gain basic academic skills, such as how to read literature, how to summarize items in an outline, oral presentation and 

discussion skills, etc. This class is given in seminar style, and students will be required to participate subjectively in discussions. 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. オリエンテーション 

2. GIS 实習 1 

3. GIS 实習 2 

4. GIS 实習 3 

5. 論文紹介 1 

6. 論文紹介 2 

7. 論文紹介 3 

8. 論文紹介 4 

9. 論文紹介 5 

10. 論文紹介 6 

11. 論文紹介 7 

12. 論文紹介 8 

13. 海外調査準備 1 

14. 海外調査準備 2 

 

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

 発表者，共同発表者，サポーター，質問者等の役割分担を決める。役割に忚じた準備を行なうこと。詳細は初回授業オリエンテ

ーション時に説明する。 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

最終レポート(Final Report)(40%)/発表内容と質問内容(60%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

1. クリストファー・ロー、1997、『アーバン・ツーリズム』、近代文芸社 (ISBN:4773358270) 

 

参考文献＇Readings（ 

 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

Blackboard を利用する 

 

注意事項＇Notice（ 

 



 - 192 - 

■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（ 
堤 純(TSUTSUMI JUN) 

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（ 

【2019 年 4 月 26 日付変更】＇変更理由：担当者変更のため（ 

担当者：未定→堤 純(TSUTSUMI JUN) 

曜日時限： 未定→月曜日(Mon) ４時限 

 

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。 

 

 Students will learn the importance of geography in tourism through systematic and comprehensive methods. A special emphasis 

will be placed on urban tourism, and we will think about the significance of urban tourism. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

 都市観光について現地調査を準備して实施する。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。 

 

 Students will prepare and implement a field survey about urban tourism. Afterwards, students will summarize and present the 

results of the field survey, and create a final report. 

 

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、为に観光レクリエーション場面における人間の行動や心理について学

習する。また、3 年次以降に展開される演習に必要とされる知識および基礎的なスキルを習得する。 

 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。 

 

 With the goal of understanding tourism phenomena from the tourist’s perspective, we will study human behavior and psychology 

mainly in tourism and recreational settings. Students will also learn knowledge and basic skills necessary for third year seminars. 

 Students will gain basic skills and knowledge of tourism and recreational settings in order to become “Talented personnel with a 

high level of scholarship in a wide range of tourism-related fields with comprehensive judgment sufficient to solve various 

problems and provide superior leadership,” as described in the Department of Tourism and Hospitality Management curriculum 

organization policy. 

 

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。 

 

 We will read a wide range of literature and materials that reference survey research on tourism behavior and psychology, and 

conduct fieldwork. In addition to the topics for each class, students will be assigned regular presentations and time will be given for 

discussion. I plan to hold activities such as fieldwork, camp, etc. outside of class, and as a rule, these activities will be conducted 

jointly with participants in other years in Hashimoto Seminar. 

 

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 
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参考文献＇Readings（ 

必要に忚じて適宜紹介する。 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 積極的・自为的な行動，集団の一員として「規律」を守ることが必須である。その他詳細は講義第 1 回のオリエンテーション時に

説明するので，必ず出席すること。 

 

注意事項＇Notice（ 
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■HA624 

科目コード／科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

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、为に観光レクリエーション場面における人間の行動や心理について学

習する。また、3 年次以降に展開される演習に必要とされる知識および基礎的なスキルを習得する。 

 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。 

 

 With the goal of understanding tourism phenomena from the tourist’s perspective, we will study human behavior and psychology 

mainly in tourism and recreational settings. Students will also learn knowledge and basic skills necessary for third year seminars. 

 Students will gain basic skills and knowledge of tourism and recreational settings in order to become “Talented personnel with a 

high level of scholarship in a wide range of tourism-related fields with comprehensive judgment sufficient to solve various 

problems and provide superior leadership,” as described in the Department of Tourism and Hospitality Management curriculum 

organization policy. 

 

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。 

 

 We will read a wide range of literature and materials that reference survey research on tourism behavior and psychology, and 

conduct fieldwork. Along with the topics for each class, students will be assigned regular presentations and time will be given for 

discussion. Activities such as fieldwork, camp, etc. outside of class, as a rule, will be conducted jointly with participants of the 

instructor‟s seminars in other years. 

 In class, speeches will be given on the themes in text (A), text (B) will be read in turns in the first half, and in the latter half, 

individual presentations will be given on summer break topics and the results of group research based on text (C). 

 

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%) 

 



 - 196 - 

テキスト＇Textbooks（ 

1. (A)前田勇 編著、2015、『新現代観光総論』、学文社 

2. (B)山田剛史・林創、2011、『大学生のためのリサーチリテラシー入門』、ミネルヴァ書房 

3. (C)小林茂雄・東京都市大学小林研究审、2010、『ストリート・ウォッチング』、誠信書房 

 

参考文献＇Readings（ 

必要に忚じて適宜紹介する。 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 積極的・自为的な行動、集団の一員として「規律」を守ることが必須である。その他詳細は講義第 1 回のオリエンテーション時に

説明するので、必ず出席すること。 

 

注意事項＇Notice（ 
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■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（ 

現实のデータに基づいて判断する能力を修得すること。基礎的な企業データに関する知識を身につける。春学期は業界全体の

分析を中心に行う。 

 

Students will acquire the ability to make decisions based on current data. Students will acquire basic knowledge regarding 

corporate data. The spring semester will focus on conducting an analysis of the industry as a whole. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

観光産業をはじめさまざまな産業・企業について、現实のデータに基づいて比較・分析を行う。関連する教材の輪読や希望する

産業を共同研究し発表する。 

 

Students will conduct comparisons and analysis based on current data regarding various industries and companies, including the 

tourism industry. Related course materials will be read in turn, and students will conduct joint research and a presentation on an 

industry of their choice. 

 

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（ 

現实のデータに基づいて判断する能力を修得すること。基礎的な企業データ、財務データに関する知識を身につける。秋学期は

個々の特徴的な企業・産業についても理解を深める。 

 

Students will acquire the ability to make decisions based on current data. Students will acquire basic knowledge regarding 

corporate data and finance data. In the fall semester, students will deepen their understanding of characteristic individual 

companies and industries. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

観光産業をはじめさまざまな産業・企業について、現实のデータに基づいて比較・分析を行う。関連する教材の輪読や希望する

産業を共同研究し発表する。 

 

Students will conduct comparisons and analysis based on current data regarding various industries and companies, including the 

tourism industry. Related course materials will be read in turn, and students will conduct joint research and a presentation on an 

industry of their choice. 

 

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)（ 
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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) 

テーマ／サブタイトル等 

＇Theme / Subtitle（ 
研究の基礎を学習する 

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（ 

観光地の实態調査を通して,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。 

 

Students will learn the basics of research through field study of a tourist site. Students will also gain the ability to think and act 

independently, and through joint study students will gain the attitude and skills to learn together. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

観光研究に使用する文献について学習する。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、自为的な

活動を訓練する。 

 

Students will study literature used in tourism research. Students will learn the basics and skills of research. Students will practice 

working autonomously through group work and conducting seminars. 

 

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（ 

大学図書館の資料やデータベースを使用する 

 

参考文献＇Readings（ 

適宜授業中に紹介する 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

適宜授業中に紹介する 

 

注意事項＇Notice（ 

 

 



 - 201 - 

■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) 

テーマ／サブタイトル等 

＇Theme / Subtitle（ 
研究の基礎を学習する 

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（ 

観光地の实態調査を通して,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。 

 

Students will learn the basics of research through field study of a tourist site. Students will also gain the ability to think and act 

independently, and through joint study students will gain the attitude and skills to learn together. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

観光研究に使用する文献について学習する。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、自为的な

活動を訓練する。 

 

Students will study literature used in tourism research. Students will learn the basics and skills of research. Students will practice 

working autonomously through group work and conducting seminars. 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. Introduction 

2. 夏合宿の調査結果の整理 1 

3. 夏合宿の調査結果の整理 2 

4. グループ別調査結果の中間発表 1 

5. 報告書の作成 1 

6. 報告書の作成 2 

7. 報告書ドラフト確認 

8. グループ別調査結果の中間発表 2 

9. 報告書作成 3 

10. 報告書作成 4 

11. グループ別調査結果の最終発表 

12. 報告書製本の準備 

13. まとめ 

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（ 

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（ 

大学図書館の資料やデータベースを使用する 

 

参考文献＇Readings（ 

適宜授業中に紹介する 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

適宜授業中に紹介する 

 

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（ 
聖なる空間と観光 

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（ 

キリスト教に基づいてつくられた建築や空間の特徴を理解し、その魅力を説明できる。 

聖なる空間と観光との関係、観光振興への活用について考察し、その課題を考察できる。 

これらの達成を目指します。 

 

Students will understand the characteristics of architecture and spaces built based on Christianity, and be able to explain their 

appeal. 

Students will consider the relationship between holy spaces and tourism, consider how to use them to promote tourism, and 

consider the issues related to these. 

Our goal is to achieve these. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

本演習では、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います。 

とくに 2018 年に世界文化遺産に指定された「長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産」をテーマに、聖なる空間と観光との関

係を考察します。そのために、春学期には教会建築の歴史と、文化的側面を学び、空間的特徴を理解します。東京近郊と長崎の

施設や空間に实際に訪れ、その空間の魅力を確認し、体験する機会を随時もうけたいと思います。その経験を通じて、秋学期に

は聖なる空間と観光とのふさわしい関係を考察します。 

 

We will conduct seminars for the purpose of considering facilities and spaces offered by tourism. 

We will study the relationship between sacred spaces and tourism, with a particular focus on the Hidden Christian Sites in the 

Nagasaki Region, which were designated as World Heritage Sites in 2018. With this in mind, we will spend the spring semester 

learning about the historical and cultural aspects of church architecture, and understand the spatial characteristics. We will visit 

facilities and spaces around Tokyo and in Nagasaki, offering the opportunity to see and experience the attractions of such spaces. 

Based on these experiences, we will spend the fall semester considering the appropriate relationship between sacred spaces and 

tourism. 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. 本演習についてのオリエンテーション 

2. キリスト教と教会建築１ キリスト教と立教大学の歴史的背景 

3. キリスト教と教会建築２ 世界遺産にみる教会建築の歴史 

4. キリスト教と教会建築３ 日本の教会建築 

5. キリスト教と教会建築４ 日本の観光地とキリスト教 

6. フィールドワーク 東京近郊の教会めぐり１ 

7. 長崎のキリスト教会群１ 長崎におけるキリスト教の歴史 

8. 長崎のキリスト教会群２ 長崎の町並みと教会建築の特徴 

9. 長崎のキリスト教会群３ 世界遺産化をめぐる議論 

10. 長崎のキリスト教会群４ 教会群と観光の現状 

11. フィールドワーク 東京近郊の教会めぐり２ 

12. 学外演習に向けての準備１ 調査対象地の紹介 

13. 学外演習に向けての準備２ フィールドワークからの考察と調査計画立案 

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（ 

観光施設や空間の魅力、また、本学のルーツであるキリスト教の精神と文化に興味を持ち、その理解を深められるようアンテナを

張って日常を過ごしてほしい。 

授業時間外の学習の具体的な内容については適宜指示します。 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 
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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（ 

必要に忚じて適宜プリントを配付します。 

 

参考文献＇Readings（ 

必要に忚じて適宜紹介します。 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

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（ 
聖なる空間と観光 

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（ 

キリスト教に基づいてつくられた建築や空間の特徴を理解し、その魅力を説明できる。 

聖なる空間と観光との関係、観光振興への活用について考察し、その課題を考察できる。 

これらの達成を目指します。 

 

Students will understand the characteristics of architecture and spaces built based on Christianity, and be able to explain their 

appeal. 

Students will consider the relationship between holy spaces and tourism, consider how to use them to promote tourism, and 

consider the issues related to these. 

Our goal is to achieve these. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

本演習では、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います。 

とくに 2018 年に世界文化遺産に指定された「長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産」をテーマに、聖なる空間と観光との関

係を考察します。そのために、春学期には教会建築の歴史と、文化的側面を学び、空間的特徴を理解します。東京近郊と長崎の

施設や空間に实際に訪れ、その空間の魅力を確認し、体験する機会を随時もうけたいと思います。その経験を通じて、秋学期に

は聖なる空間と観光とのふさわしい関係を考察します。 

 

We will conduct seminars for the purpose of considering facilities and spaces offered by tourism. 

We will study the relationship between sacred spaces and tourism, with a particular focus on the Hidden Christian Sites in the 

Nagasaki Region, which were designated as World Heritage Sites in 2018. With this in mind, we will spend the spring semester 

learning about the historical and cultural aspects of church architecture, and understand the spatial characteristics. We will visit 

facilities and spaces around Tokyo and in Nagasaki, offering the opportunity to see and experience the attractions of such spaces. 

Based on these experiences, we will spend the fall semester considering the appropriate relationship between sacred spaces and 

tourism. 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. 本演習についてのオリエンテーション 

2. 学外演習の振り返り１ 学外演習からの学びの共有 

3. 学外演習の振り返り２ 調査対象の空間的特徴 

4. 学外演習の振り返り３ 調査対象の観光振興の課題 

5. 学外演習の振り返り４ 報告書の作成に向けたディスカッション 

6. フィールドワーク 東京近郊の教会めぐり３ 

7. 聖なる空間と観光１ 空間論的視点からの考察 

8. 聖なる空間と観光２ 聖なるものと俗なるもの 

9. 聖なる空間と観光３ 日本の諸宗教と空間の特徴 

10. 聖なる空間と観光４ インバウンドと日本の教会建築の可能性 

11. フィールドワーク 東京近郊の教会めぐり４ 

12. 成果の取りまとめ１ 報告書の作成 

13. 成果の取りまとめ２ プレゼンテーション 

14. 秋学期のまとめ 

 

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

観光施設や空間の魅力、また、本学のルーツであるキリスト教の精神と文化に興味を持ち、その理解を深められるようアンテナを

張って日常を過ごしてほしい。 

授業時間外の学習の具体的な内容については適宜指示します。 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 
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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（ 

必要に忚じて適宜プリントを配付します。 

 

参考文献＇Readings（ 

必要に忚じて適宜紹介します。 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 
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■HA633 

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（ 
歴史的環境の保全とその観光利用を考える 

担当者名 

＇Instructor（ 
西川 亮(NISHIKAWA RYO) 

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（ 

歴史的環境保全と観光化についての基礎的な知識を学ぶ。また、文献だけでなく实際の地域から学ぶ姿勢を大事にする。 

 

Students will learn basic knowledge regarding historical environmental preservation and turning something into a tourist site. In 

addition to literature, we will value the stance of learning from the actual area. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

歴史的建造物を有する大都市や温泉地、歴史地域などの都市的な空間を対象に、その地域が持つ歴史、地域の空間変容、用

途の変容、都市計画の歴史、町並み保全と観光活用のための制度・政策や仕組み、町並み保全や観光まちづくりに関わる市民

活動などの観点から調査・研究し、歴史的町並みにおける観光の課題やそれを解決するための方法を考える。 

演習 A では、文献を通じて我が国の歴史的環境の保全と観光及び調査方法に関する基礎知識の理解に務める。 

また、適宜週末を使って関東近郊の歴史的町並みを訪問し、調査をするほか、夏季休暇中には北陸の歴史的街並みのグループ

調査と学会参加を予定している。 

 

With the target of large urban areas and hot spring areas with historical buildings, and urban spaces in historical areas, we will think 

about the history of the area, spatial modifications of the area, modification of applications, the history of urban planning, 

preservation of the townscape and systems, policies, and mechanisms for using it for tourism, preservation of the townscape and 

survey/research from the perspective of citizen's activities, etc. regarding tourism urban planning, issues related to tourism in 

historical townscapes, and methods for solving them. 

In Seminar A, students will understand basic knowledge relating to Japan‟s preservation of historical environments and tourism, as 

well as research methods. 

In addition, on suitable weekends, we will visit historical townscapes of the Kanto region and conduct surveys. During summer 

vacation, we plan to do group surveys of historical townscapes in the Hokuriku region and participate in an academic conference. 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. イントロダクション＇進め方、テーマ等について（ 

2. 歴史的空間を見る 

3. 歴史的空間を議論する 

4. 都市空間を議論する 

5. 文献精読＇我が国の歴史的環境保全と観光等（ 

6. 文献精読＇我が国の歴史的環境保全と観光等（ 

7. 文献精読＇我が国の歴史的環境保全と観光等（ 

8. 文献精読＇我が国の歴史的環境保全と観光等（ 

9. 文献精読＇我が国の歴史的環境保全と観光等（ 

10. 文献精読＇我が国の歴史的環境保全と観光等（ 

11. 夏季調査対象地の理解と調査項目の検討 

12. 夏季調査対象地の理解と調査項目の検討 

13. 夏季調査対象地の理解と調査項目の検討 

14. 建築学会論文の読解 

 

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

多くの論文や文献を読むだけでなく、歴史的環境を保全している現場を積極的に尋ねてほしい。 

また、授業以外にオンライン上での議論も求める。 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

出席・参加状況、積極性、レポート等を踏まえて総合的に評価(100%) 

毎回授業後 3 日以内に授業で学んだことについて小レポート＇400 文字程度（を毎回オンライン上で提出してもらう 
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テキスト＇Textbooks（ 

適宜案内する。 

 

参考文献＇Readings（ 

 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

授業時間外の学生同士による議論を期待する。また、演習＇3 年（と合同で授業を实施する可能性もあるので留意しておくこと。 

 

注意事項＇Notice（ 
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■HA634 

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（ 
歴史的環境の保全とその観光利用を考える 

担当者名 

＇Instructor（ 
西川 亮(NISHIKAWA RYO) 

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（ 

歴史的環境保全と観光化についての基礎的な知識を学ぶ。また、文献だけでなく实際の地域から学ぶ姿勢を大事にする。 

 

Students will learn basic knowledge regarding historical environmental preservation and turning something into a tourist site. In 

addition to literature, we will value the stance of learning from the actual area. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

歴史的建造物を有する大都市や温泉地、歴史地域などの都市的な空間を対象に、その地域が持つ歴史、地域の空間変容、用

途の変容、都市計画の歴史、町並み保全と観光活用のための制度・政策や仕組み、町並み保全や観光まちづくりに関わる市民

活動などの観点から調査・研究し、歴史的町並みにおける観光の課題やそれを解決するための方法を考える。 

演習 B の前半は夏季休暇に实施した調査の分析と論文としての執筆を行う。論文は観光研究学会ポスターセッションに投稿し、

12 月に学会で発表することを目標とする。後半は欧州の歴史的環境の保全に関する文献を精読し、春季休暇中に实施予定の欧

州調査の計画を作成する。 

また、演習 A 同様、適宜週末を使って関東近郊の歴史的町並みを訪問し、調査をする。 

 

With the target of large urban areas and hot spring areas with historical buildings, and urban spaces in historical areas, we will think 

about the history of the area, spatial modifications of the area, modification of applications, the history of urban planning, 

preservation of the townscape and systems, policies, and mechanisms for using it for tourism, preservation of the townscape and 

survey/research from the perspective of citizen's activities, etc. regarding tourism urban planning, issues related to tourism in 

historical townscapes, and methods for solving them. 

In the first half of seminar B, students will analyze and write a paper on the survey they conducted during summer vacation. 

Papers will be submitted to the Japan Institute of Tourism Research Poster Session, with the goal of presentation at the 

conference in December. In the latter half, we will do an intensive reading of the literature relating to the preservation of historical 

environments in Europe, and create a plan for the European survey planned for the spring break. 

In addition, the same as in Seminar A, we will visit historical townscapes of the Kanto region and conduct surveys on suitable 

weekends. 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. 調査の報告と議論１ 

2. 調査の報告と議論２ 

3. 調査の報告と議論３ 

4. 調査の報告と議論４ 

5. 調査の報告と議論５ 

6. 調査の報告と議論６ 

7. 文献精読と議論＇欧州の歴史的環境保全と観光（ 

8. 文献精読と議論＇欧州の歴史的環境保全と観光（ 

9. 文献精読と議論＇欧州の歴史的環境保全と観光（ 

10. 文献精読と議論＇欧州の歴史的環境保全と観光（ 

11. 調査計画の検討１ 

12. 調査計画の検討２ 

13. 調査計画の検討３ 

14. 調査計画の検討４ 

 

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

多くの論文を読むこと。また、日常生活においても都市空間を観察する習慣をつけること。 

また、授業以外にオンライン上での議論も求める。 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 
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出席・参加状況、積極性、レポート等を踏まえて総合的に評価(100%) 

毎回授業後 3 日以内に授業で学んだことについて小レポート＇400 文字程度（を毎回提出してもらう 

 

テキスト＇Textbooks（ 

なし 

 

参考文献＇Readings（ 

 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

授業時間外の学生同士による議論を求める。また、演習＇3 年（と合同で授業を实施する可能性もあるので留意しておくこと。 

 

注意事項＇Notice（ 
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■HA635 

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（ 
澁谷 和樹(SHIBUYA KAZUKI) 

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（ 

訪日観光の現状および諸理論を理解し、研究活動に忚用できるようになる。また、文献の購読を通じて、文献読解能力を高め

る。 

 

Students will come to understand the current situation and various theories of tourism to Japan, and be able to apply their 

understanding to research activities. In addition, through reading the literature, students will improve their literature reading 

comprehension ability. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

訪日観光とそれにかかわる文献を中心に講読を行うことで、訪日観光の現状を把握するとともに、研究動向や分析視点、諸理論

を学習する。また、議論を通じて研究課題や新たな研究視点についての理解を深める。 

そのほかにも、文献検索方法や Excel を使用したデータ処理・分析の实習も行い、演習＇2 年（B での論文作成に必要な技術を学

ぶ。 

 

We will read with a focus on tourism to Japan and related literature and grasp the current situation of tourism to Japan, while at 

the same time studying research trends, analysis perspectives, and various theories. In addition, students will deepen their 

understanding of research issues and new research perspectives through discussion. 

Students will also practice literature search methods and data processing and analysis using Excel, and will learn the skills 

necessary to write their paper in seminar B (second year). 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. ガイダンス 

2. 文献検索 

3. 文献講読と議論 1 

4. 文献講読と議論 2 

5. 文献講読と議論 3 

6. 文献講読と議論 4 

7. 文献講読と議論 5 

8. 文献講読と議論 6 

9. 文献講読と議論 7 

10. 文献講読と議論 8 

11. データの処理 

12. データの分析 

13. 受講生による研究課題発表 1 

14. 受講生による研究課題発表 2 

 

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

各回で扱う文献を読む。担当する文献については概要をまとめた資料を作成する。 

日常的に訪日観光や国際観光に関するニュースやテレビ番組、メディア記事、動画配信などをチェックし、興味・関心の幅を広げ

るようにしてください。 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

議論への参加・発言(50%)/発表(50%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

適宜授業で指示する。 

 

参考文献＇Readings（ 

適宜授業で指示する。 
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その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 
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■HA636 

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（ 
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（ 
TRM2003 

言語 

＇Language（ 

その他 

(Others) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

各自の問題意識を出発点として、研究のテーマおよび調査手法の設計、調査・分析、レポートの執筆を自ら行えるようになる。担

当者および受講生との議論を通じてディスカッション能力を高める。 

 

Starting from their own awareness of the issues, students will be able to design their own research themes and survey methods, 

conduct a survey and analysis, and write a report. Students will increase their discussion abilities through discussions between the 

instructor and students. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

東京における訪日観光を対象に、各自の関心にもとづき研究活動を行う。まず、テーマおよび調査手法を設計し、その後、各自

が行った調査の結果を発表する。その際、担当者および受講生との議論を通じ、構成や分析手法、結果の考察などのレポート作

成指導を行う。研究成果をレポートにまとめ、最終授業で報告会を開催する。 

 

Students will conduct research activities based on their own interests, targeting tourism to Japan in Tokyo. First, students will 

design their theme and research method, and then students will present their results. At that time, through discussion with the 

instructor and other students, students will receive guidance on writing their report, such as consideration of the structure, 

analysis procedures, and results. Students will summarize their research results in a report, and there will be a presentation held 

during the last class. 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. ガイダンス 

2. 調査計画 1 

3. 調査計画 2 

4. 調査計画 3 

5. 調査計画 4 

6. 調査結果および進捗の発表 1 

7. 調査結果および進捗の発表 2 

8. 調査結果および進捗の発表 3 

9. 調査結果および進捗の発表 4 

10. 調査結果および進捗の発表 5 

11. 調査結果および進捗の発表 6 

12. 調査結果および進捗の発表 7 

13. プレゼンテーション資料の作成 

14. 報告会 

 

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

授業での議論や指導内容を参考に、調査テーマ・手法の検討から、調査の实施、分析、発表資料・レポートの作成をすること。 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

議論への参加・発言(30%)/発表(30%)/レポート(40%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

なし 

 

参考文献＇Readings（ 

適宜授業で指示する。 

 

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。 

 

Related to the increasing trend of regional promotion through art festivals and art tourism in Japan in recent years, students 

conduct cultural anthropological and ethnological field work to collect materials, analyze them, and summarize the results in a 

report. 

In this course, we will conduct a qualitative research (fieldwork) about an art festival, citizen's activities, and population in Niigata, 

as well as investigate the significance of urban planning and urban revitalization through art. 

 

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。 

 

In seminar A, students will first deepen their understanding of the established process and policy regarding fine arts in 

contemporary Japan by reading introductory literature related to art museums and other types of museums, as well as undertake 

study tours to art museums. After that, students will create a plan for research in Niigata on the 1) purpose and overview of art 

festival activities, 2) interaction with citizens, and 3) effects of the art festivals and art projects that have occurred since 2000 on 

the local population. During the summer break, students will do fieldwork in Niigata and collect material. In seminar B, students will 

compile and report on the material they acquired during their fieldwork, undergo an examination of their written report, and 

proofread and edit it. 

 

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（ 
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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。 

 

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。 

 

Related to the increasing trend of regional promotion through art festivals and art tourism in Japan in recent years, students 

conduct cultural anthropological and ethnological field work to collect materials, analyze them, and summarize the results in a 

report. 

In this course, we will conduct a qualitative research (fieldwork) about an art festival, citizen's activities, and population in Niigata, 

as well as investigate the significance of urban planning and urban revitalization through art. 

 

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。 

 

In seminar A, students will first deepen their understanding of the established process and policy regarding fine arts in 

contemporary Japan by reading introductory literature related to art museums and other types of museums, as well as undertake 

study tours to art museums. After that, students will create a plan for research in Niigata on the 1) purpose and overview of art 

festival activities, 2) interaction with citizens, and 3) effects of the art festivals and art projects that have occurred since 2000 on 

the local population. During the summer break, students will do fieldwork in Niigata and collect material. In seminar B, students will 

compile and report on the material they acquired during their fieldwork, undergo an examination of their written report, and 

proofread and edit it. 

 

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（ 
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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。 

 

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（ 

現实のデータに基づいて判断する能力を修得すること。基礎的な企業データ、財務データに関する知識を身につけ、業界の動向

を予測する。春学期は業界全体の分析を中心に行う。 

 

Students will acquire the ability to make decisions based on current data. Students will acquire basic knowledge regarding 

corporate data and finance data, and predict industry trends. The spring semester will focus on conducting an analysis of the 

industry as a whole. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

さまざまな産業・企業について,現实のデータに基づいて数量的に比較・分析を行う。関連する教材の輪読や希望する産業を共同

研究し発表する。 

 

Students will conduct quantitative comparisons and analysis based on current data regarding various industries and companies. 

Related course materials will be read in turn, and students will conduct joint research and a presentation on an industry of their 

choice. 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. ガイダンス 

2. 大まかなテーマの設定 

3. テーマに関係する資料の収集 

4. 発表事例の吟味 

5. 予備発表 

6. 各グループの発表及び内容についてディスカッションを行い発表内容について検討する。   

7. 各グループの発表及び内容についてディスカッションを行い発表内容について検討する。   

8. 各グループの発表及び内容についてディスカッションを行い発表内容について検討する。   

9. 各グループの発表及び内容についてディスカッションを行い発表内容について検討する。   

10. 各グループの発表及び内容についてディスカッションを行い発表内容について検討する。   

11. 各グループの発表及び内容についてディスカッションを行い発表内容について検討する。   

12. 各グループの発表及び内容についてディスカッションを行い発表内容について検討する。   

13. さまざまな討論 

14. まとめ 

 

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

報告者はレジメなどの準備を行うこと。 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

出席・報告内容によって総合的に評価する(100%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

1. 野田健太郎、2017、『戦略的リスクマネジメントで会社を強くする』、中央経済社 (ISBN978-4-502-21761-6 C3034) 

その都度紹介する。 

 

参考文献＇Readings（ 

1. 野田健太郎、2013、『事業継続計画による企業分析』、中央経済社 (ISBN:978-4-502-08320-4) 

2. 野田健太郎、2004、『ベンチャー育成論入門―起業家マインドの醸成に向けて』、大学教育出版 

3. 伊藤邦雄、2014、『新・企業価値入門』、日本経済新聞出版社 

・工場等の企業の現場を視察する授業も含まれる。 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 
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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（ 

現实のデータに基づいて判断する能力を修得すること。基礎的な企業データ、財務データに関する知識を身につけ、業界の動向

を予測する。秋学期は個々の特徴的な企業や産業についても理解を深める。 

 

Students will acquire the ability to make decisions based on current data. Students will acquire basic knowledge regarding 

corporate data and finance data, and predict industry trends. In the fall semester, students will deepen their understanding of 

characteristic individual companies and industries. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

さまざまな産業・企業について,現实のデータに基づいて数量的に比較・分析を行う。関連する教材の輪読や希望する産業を共同

研究し発表する。 

 

Students will conduct quantitative comparisons and analysis based on current data regarding various industries and companies. 

Related course materials will be read in turn, and students will conduct joint research and a presentation on an industry of their 

choice. 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. ガイダンス 

2. 大まかなテーマの設定 

3. テーマに関係する資料の収集 

4. 発表事例の吟味 

5. 予備発表 

6. 各グループの発表及び内容についてディスカッションを行い発表内容について検討する。   

7. 各グループの発表及び内容についてディスカッションを行い発表内容について検討する。   

8. 各グループの発表及び内容についてディスカッションを行い発表内容について検討する。   

9. 各グループの発表及び内容についてディスカッションを行い発表内容について検討する。   

10. 各グループの発表及び内容についてディスカッションを行い発表内容について検討する。   

11. 各グループの発表及び内容についてディスカッションを行い発表内容について検討する。   

12. 各グループの発表及び内容についてディスカッションを行い発表内容について検討する。   

13. さまざまな討論 

14. まとめ 

 

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

報告者はレジメなどの準備を行うこと。 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

出席・報告内容によって総合的に評価する(100%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

1. 野田健太郎、2017、『戦略的リスクマネジメントで会社を強くする』、中央経済社 (ISBN978-4-502-21761-6 C3034) 

その都度紹介する。 

 

参考文献＇Readings（ 

1. 野田健太郎、2013、『事業継続計画による企業分析』、中央経済社 (ISBN:978-4-502-08320-4) 

2. 野田健太郎、2004、『ベンチャー育成論入門―起業家マインドの醸成に向けて』、大学教育出版 

3. 伊藤邦雄、2014、『新・企業価値入門』、日本経済新聞出版社 

・工場等の企業の現場を視察する授業も含まれる。 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 
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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 

～集実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。 

 

In this seminar, we will comprehend familiar cases for the “hidden mechanisms” and “buying triggers” while fostering a “marketing 

mind,” or in other words, a way of looking at and thinking about various issues from a marketing perspective. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

この演習の研究テーマは，「観光・サービス・地域振興のマーケティング」です。マーケティングの考え方・進め方を学びながら，そ

れを“地域を元気にする仕組みづくり”や“集実と満足の仕組みづくり”に忚用していきます。 

３年の演習では，２年で学んだマーケティングの基本的な考え方を，観光・サービス・地域振興等，具体的な課題・分野に忚用し

てみましょう。問題意識を共有する仲間と一緒にグループ研究を行います。ゼミ生の希望するテーマをもとに４～５グループを編

成し，研究を進めていきます。 

これまでの例：「日本の航空ビジネスの現状と展望」「観光まちづくりの課題」「観光情報とメディア」「旅行商品の研究と企画」「日

本のインバウンドの動向と課題」「食文化と観光」など 

グループごとに研究経過をレポートにまとめ，輪番にプレゼンテーションを行い，それをもとにディスカッションを進めます。 

通常の授業のほか，観光振興や地域づくりに取り組む現場を訪ねたり，ビジネスの最前線で活躍されている方をお招きした講演

会なども計画しています。 

 

The research theme of this seminar is “Marketing for Tourism, Service, and Community Revitalization.” While learning the basic 

concept, approach and method of marketing, we will apply them to creating mechanisms to revitalize a community and creating 

mechanisms to attract and satisfy customers. 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. グループ研究の発表とディスカッション① 

2. グループ研究の発表とディスカッション② 

3. グループ研究の発表とディスカッション③ 

4. グループ研究の発表とディスカッション④ 

5. グループ研究の発表とディスカッション⑤ 

6. ゲスト講演会①＇地域振興やビジネスの現場で活躍されている方をお招きして講演会を行います（ 

7. グループ研究の発表とディスカッション⑥ 

8. グループ研究の発表とディスカッション⑦ 

9. グループ研究の発表とディスカッション⑧ 

10. グループ研究の発表とディスカッション⑨ 

11. グループ研究の発表とディスカッション⑩ 

12. ゲスト講演会②＇地域振興やビジネスの現場で活躍されている方をお招きして講演会を行います（ 

13. グループ研究の発表とディスカッション⑪ 

14. グループ研究の発表とディスカッション⑫ 

 

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

演習＇ゼミナール（は，受講生が自ら問題意識を持って課題に取り組み，研究発表とディスカッションを行います。实りあるディスカ

ッションとなるよう，発表の準備を入念に行うのはもちろんのこと，参加者全員に積極的な発言が求められます。 

普段から社会やビジネスの現实に関心を持ち，情報収集を心がけましょう。 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

授業における意欲，参加態度，発表の内容など(100%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 
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なし 

 

参考文献＇Readings（ 

 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 

 

 

  



 - 224 - 

■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 

～集実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。 

 

In this seminar, we will comprehend familiar cases for the “hidden mechanisms” and “buying triggers” while fostering a “marketing 

mind,” or in other words, a way of looking at and thinking about various issues from a marketing perspective. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

この演習の研究テーマは，「観光・サービス・地域振興のマーケティング」です。マーケティングの考え方・進め方を学びながら，そ

れを“地域を元気にする仕組みづくり”や“集実と満足の仕組みづくり”に忚用していきます。 

３年の演習では，２年で学んだマーケティングの基本的な考え方を，観光・サービス・地域振興等，具体的な課題・分野に忚用し

てみましょう。問題意識を共有する仲間と一緒にグループ研究を行います。ゼミ生の希望するテーマをもとに４～５グループを編

成し，研究を進めていきます。 

これまでの例：「日本の航空ビジネスの現状と展望」「観光まちづくりの課題」「観光情報とメディア」「旅行商品の研究と企画」「日

本のインバウンドの動向と課題」「食文化と観光」など 

グループごとに研究経過をレポートにまとめ，輪番にプレゼンテーションを行い，それをもとにディスカッションを進めます。 

通常の授業のほか，観光振興や地域づくりに取り組む現場を訪ねたり，ビジネスの最前線で活躍されている方をお招きした講演

会なども計画しています。 

 

The research theme of this seminar is “Marketing for Tourism, Service, and Community Revitalization.” While learning the basic 

concept, approach and method of marketing, we will apply them to creating mechanisms to revitalize a community and creating 

mechanisms to attract and satisfy customers. 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. グループ研究の発表とディスカッション① 

2. グループ研究の発表とディスカッション② 

3. グループ研究の発表とディスカッション③ 

4. グループ研究の発表とディスカッション④ 

5. グループ研究の発表とディスカッション⑤ 

6. ゲスト講演会①＇地域振興やビジネスの現場で活躍されている方をお招きして講演会を行います（ 

7. グループ研究の発表とディスカッション⑥ 

8. グループ研究の発表とディスカッション⑦ 

9. グループ研究の発表とディスカッション⑧ 

10. グループ研究の発表とディスカッション⑨ 

11. グループ研究の発表とディスカッション⑩ 

12. ゲスト講演会②＇地域振興やビジネスの現場で活躍されている方をお招きして講演会を行います（ 

13. グループ研究の発表とディスカッション⑪ 

14. グループ研究の発表とディスカッション⑫ 

 

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

演習＇ゼミナール（は，受講生が自ら問題意識を持って課題に取り組み，研究発表とディスカッションを行います。实りあるディスカ

ッションとなるよう，発表の準備を入念に行うのはもちろんのこと，参加者全員に積極的な発言が求められます。 

普段から社会やビジネスの現实に関心を持ち，情報収集を心がけましょう。 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

授業における意欲，参加態度，発表の内容など(100%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 
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なし 

 

参考文献＇Readings（ 

 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 

 

 

  



 - 226 - 

■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（ 

観光産業を为として「ビジネス」の視点から捉えた場合の課題と将来性について考察するとともに，観光産業をひとつのシステム

として理解する。 

 

We will mainly consider the issues and future prospects of the tourism industry from the business perspective, while 

understanding the tourism industry as a single system. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

経営学を理論的枞組みとしながら，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。 

 

Using business management as a theoretical framework, we will analyze the characteristics of the tourism and hospitality 

industries. In addition, we will investigate the necessity and issues of innovation in the tourism and hospitality fields. Specifically, 

students will propose a new business through creation of a business plan, and will present the business plan they create at a 

report conference including members from outside of the university. 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. イントロダクション：観光におけるイノベーション 

2. リードユーザーイノベーション：イノベーションとはなにか 

3. リードユーザーイノベーション：プロダクトアウトとマーケットイン 

4. リードユーザーイノベーション：リードユーザーとはなにか 

5. リードユーザーイノベーション：リードユーザーによる商品開発 

6. リードユーザーイノベーション：ユーザーがカスタム製品を望む理由 

7. リードユーザーイノベーション：自分で作るのか購入するのか 

8. リードユーザーイノベーション：ユーザーによる低コストイノベーション 

9. ビジネスプラン中間報告 1 

10. リードユーザーイノベーション：イノベーションの無料公開 

11. リードユーザーイノベーション：イノベーション・コミュニティ 

12. ビジネスプラン：資金計画と利益計画 1 

13. ビジネスプラン：資金計画と利益計画 2 

14. ビジネスプラン中間報告 2 

 

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

授業時に必要に忚じて指示する。 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

出席・授業への取り組み(100%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

必要に忚じて指示する。 

 

参考文献＇Readings（ 

1. エリック･フォン･ヒッペル、2005、『民为化するイノベーションの時代』、サイコムインターナショナル 

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（ 

観光産業を为として「ビジネス」の視点から捉えた場合の課題と将来性について考察するとともに，観光産業をひとつのシステム

として理解する。 

 

We will mainly consider the issues and future prospects of the tourism industry from the business perspective, while 

understanding the tourism industry as a single system. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

経営学を理論的枞組みとしながら，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。 

 

Using business management as a theoretical framework, we will analyze the characteristics of the tourism and hospitality 

industries. In addition, we will investigate the necessity and issues of innovation in the tourism and hospitality fields. Specifically, 

students will propose a new business through creation of a business plan, and will present the business plan they create at a 

report conference including members from outside of the university. 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. リードユーザーイノベーション：ユーザーイノベーションへの融合政策 

2. リードユーザーイノベーション：民为化するイノベーション 

3. リードユーザーイノベーション：事例研究 1 

4. リードユーザーイノベーション：事例研究 2 

5. リードユーザーイノベーション：事例研究 3 

6. リードユーザーイノベーション：イノベーションとツールキット 

7. リードユーザーイノベーション：観光分野へのインプリケーション 

8. リードユーザーイノベーション：イノベーションのジレンマ 

9. ビジネスプラン中間報告 

10. ビジネスプランの収支計算 

11. 報告書の作成とプレゼンテーション１ 

12. 報告書の作成とプレゼンテーション 2 

13. 報告書の作成とプレゼンテーション 3 

14. ビジネスプラン最終報告 

 

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

同一担当者による演習＇3 年（Ａを履修していること。 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

出席・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、『民为化するイノベーションの時代』、サイコムインターナショナル 

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、国際交流 

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（ 

過疎地域、観光まちづくり、国際観光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、課題解決に向けての方策を示す。 

 

Students will conduct field surveys on the themes of depopulated regions, tourism urban planning, and international tourism, and 

grasp the current situation while coming up with measures to solve the issues. 

 

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。また、輪読やパソコン实習なども行う。 

 

In this seminar, we will divide into 3 large project groups to work on class activities. We will also read in turns and conduct 

computer training, etc. 

 

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. 輪読１ 

6. 輪読２ 

7. パソコン实習１ データ処理 

8. パソコン实習２ 統計的分析 

9. プロジェクト研究４ 

10. プロジェクト研究５ 

11. プロジェクト研究６ 

12. 調査報告 1 

13. 調査報告 2 

14. まとめ 

 

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

事前に配布する資料を熟読しておくこと。必要なことは授業中に適宜指示をする。 

プロジェクト研究では、演習時間外に個別に活動を行う場合がある。なお、夏季休業中にゼミ合宿を实施する予定である。 

 

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、实行力、発言力、チームワーク力 

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（ 

春学期に实施してきた各地域での調査結果を分析し、問題点を極めた上で、課題解決に向けて提案できる能力を身に付ける。 

 

Students will analyze the results for each region of the survey they conducted in the spring semester, and after thoroughly 

examining all the problems, students will acquire the ability to propose solutions. 

 

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、課題解決に対する提案を行

う。また一年間の調査内容を報告書として取りまとめる。 

 

Students will closely examine their research survey results from Seminar A (third year), grasp the issues and problems based on 

the content of the survey, and propose solutions. Students will also summarize the contents of their research over the year into a 

report. 

 

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１ 

3. プロジェクト研究の調査２ 

4. プロジェクト研究の調査３ 

5. プロジェクト研究の調査４ 

6. プロジェクト研究の調査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、現地調査を行う。なお、演習時間外に個別に活動する場合がある。冬季休業中には、ゼミ合

宿を实施する予定である。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（ 

必要に忚じてプリント資料を配布する。 

 

参考文献＇Readings（ 

授業中に適宜紹介する。 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

地域や世界情勢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，観光実流動などを組み合わせて，空間的結合体としての観光

地域の構造を明らかにする。 

 

In this seminar, we will combine the distribution and location of urban tourism and tourist sites, tourism resources and markets, 

and the flow of tourists, etc. to unravel the structure of tourist areas as spatial compositions. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

各自がテーマを設定し，一日巡検を实施する。また，時期を選んで，フィールドワーク＇国内調査（を实施する。場所については，

学生と相談して決定する。フィールドワークでは，授業を通じて身に付けた知識と方法を实践する。 

 

Each student will be assigned a theme and take a one-day research tour. Students will also choose a time to conduct fieldwork 

(domestic survey). Places will be decided in consultation with the student. Fieldwork will be the practical application of the 

knowledge and methods learned during class. 

 

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. パソコン实習：文献検索方法 

5. パソコン实習：文献検索方法 

6. 調査準備：現地調査テーマ発表① 

7. 調査準備：現地調査テーマ発表② 

8. 調査準備：現地調査テーマ発表③ 

9. 調査準備：現地調査テーマ発表④ 

10. 調査準備：現地調査進捗報告① 

11. 調査準備：現地調査進捗報告② 

12. 調査準備：現地調査進捗報告③ 

13. 進路懇談会 

14. 調査準備：現地調査進捗報告④ 

 

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

授業時に指示する。 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

授業への出席・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（ 

 



 - 231 - 

■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（ 
堤 純(TSUTSUMI JUN) 

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（ 

【2019 年 4 月 26 日付変更】＇変更理由：担当者変更のため（ 

担当者：未定→堤 純(TSUTSUMI JUN) 

曜日時限： 未定→月曜日(Mon) ５時限 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

本演習では，都市観光と観光地の分布と立地，観光資源と市場，観光実流動などを組み合わせて，空間的結合体としての観光

地域の構造を明らかにする。 

 

In this seminar, we will combine the distribution and location of urban tourism and tourist sites, tourism resources and markets, 

and the flow of tourists, etc. to unravel the structure of tourist areas as spatial compositions. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

各自がテーマを設定し，GIS などを用いて分析を行う。また，時期を選んで，フィールドワーク＇国内調査（を实施する。場所につい

ては，学生と相談して決定する。フィールドワークでは，授業を通じて身に付けた知識と方法を实践する。 

 

Each student will be assigned a theme and analyze it using GIS, etc. Students will also choose a time to conduct fieldwork 

(domestic survey). Places will be decided in consultation with the student. Fieldwork will be the practical application of the 

knowledge and methods learned during class. 

 

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（ 

 为に観光レクリエーション場面における人間の行動や心理の視点から観光現象を理解し，それらの知見を観光レクリエーション

計画やサービス提供場面での対忚等に忚用するための専門的な知識，観光調査を進めるうえで必要とされる調査技法を習得す

ること。 

 

 Students will understand the phenomenon of tourism from the perspective of human behavior and psychology mainly in the 

tourism recreation setting, and will learn specialized knowledge and survey methods that are necessary for tourism research in 

order to apply that knowledge to tourism recreation planning and service provision settings. 

 

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。 

 

 Students will learn specific methods for tourism research by reading specialized literature and materials in the above areas and 

conducting fieldwork. In addition to the topics for each class, students will be assigned regular presentations and time will be given 

for discussion. 

 I plan to hold activities such as fieldwork, camp, etc. outside of class, and as a rule, these activities will be conducted jointly with 

participants of the instructor’s seminars in other years. 

 

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. 國田圭作、2016、『「行動デザイン」の教科書』、すばる社 

 

参考文献＇Readings（ 

必要に忚じて適宜紹介する。 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 
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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（ 

 为に観光レクリエーション場面における人間の行動や心理の視点から観光現象を理解し，そうした知見を観光レクリエーション

計画やサービス提供場面の対忚等に忚用するための専門的な知識，観光調査を進めるうえで必要とされる調査技法を習得す

る。 

 

 Students will understand the phenomenon of tourism from the perspective of human behavior and psychology mainly in the 

tourism recreation setting, and will learn specialized knowledge and survey methods that are necessary for tourism research in 

order to apply that knowledge to tourism recreation planning and service provision settings. 

 

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。 

 

 Students will learn specific methods for tourism research by reading specialized literature and materials in the above areas and 

conducting fieldwork. Students will be assigned regular presentations and time will be given for discussion. I plan to hold activities 

such as fieldwork, camp, etc. outside of class, and as a rule, these activities will be conducted jointly with participants of the 

instructor‟s seminars in other years. 

 In this class, students will give speeches on themes assigned from the textbook, and in the first half of the course, students will 

present a plan for an individual research project based on their interests and proceed with the research individually. In the latter 

half of the course, students will report on the results of their research. At the same time, students will conduct survey analysis 

work for the seminar camp. 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. 課題提出，発表割当 

2. スピーチ，個人研究発表 

3. スピーチ，個人研究発表 

4. スピーチ，個人研究発表 

5. スピーチ，ゼミ合宿調査分析経過報告 

6. スピーチ，個人研究発表 

7. スピーチ，個人研究発表 

8. スピーチ，個人研究発表 

9. スピーチ，ゼミ合宿調査分析経過報告 

10. スピーチ，個人研究発表 

11. スピーチ，個人研究発表 

12. スピーチ，個人研究発表 

13. スピーチ，ゼミ合宿成果報告 

14. 総括 

 

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

定期的な発表の機会を活かすために，ゼミ合宿の調査分析と，個人研究テーマに沿った文献研究，調査の实施，結果の分析を

進めること。 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

出席状況・発表内容(70%)/調査等への参加状況(30%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

とくに使用しない。 
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参考文献＇Readings（ 

必要に忚じて適宜紹介する。 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 
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■HA655 

科目コード／科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

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。 

 

As a continuation of second year, students will learn basic and advanced research issues and methods relating to the evaluation 

and conservation/utilization of regional landscapes in tourist and other areas. 

 

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。 

 

Students will learn an outline of survey analysis methods for landscapes, and students will read widely from the related literature 

and hold discussions to deepen their understanding. In addition, students will think of a plan for a survey of a natural landscape 

area. 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. ガイダンス 

2. 文献講読と議論 

3. 文献講読と議論 

4. 文献講読と議論 

5. 文献講読と議論 

6. 文献講読と議論 

7. 文献講読と議論 

8. 文献講読と議論 

9. 文献講読と議論 

10. 自然風景地の調査分析の手法＇１（ 

11. 自然風景地の調査分析の手法＇２（ 

12. 自然風景地实地調査の計画＇１（ 

13. 自然風景地实地調査の計画＇２（ 

14. まとめ 

 

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

発表のための十分な準備と議論への積極的参加・発言が求められる。 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

出席・参加状況、およびレポート等を総合的に評価(100%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

なし 

 

参考文献＇Readings（ 

必要に忚じて適宜紹介する。 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 
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■HA656 

科目コード／科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

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。 

 

As a continuation of second year, students will learn basic and advanced research issues and methods relating to the evaluation 

and conservation/utilization of regional landscapes in tourist and other areas. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

自然風景地を対象とした实地調査を实施し，その結果をとりまとめ報告し地域の課題について議論を行う。これを踏まえて参加

者の個別研究テーマを具体化していくために， 参加者各自の関心に沿って関連する文献を広範に講読・議論し理解を深める。 

 

Students will conduct a field survey of a natural landscape area, summarize the results in a report, and discuss the regional issues 

involved. Based on this, in order to narrow down individual research themes, participants will read widely from the literature related 

to their interests and deepen their understanding through discussion. 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. ガイダンス 

2. 实地調査の中間報告＇１（ 

3. 实地調査の中間報告＇２（ 

4. 实地調査の中間報告＇３（ 

5. 实地調査報告＇１（ 

6. 实地調査報告＇２（ 

7. 实地調査報告＇３（ 

8. 文献講読と議論 

9. 文献講読と議論 

10. 文献講読と議論 

11. 文献講読と議論 

12. 文献講読と議論 

13. 文献講読と議論 

14. まとめ 

 

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

発表のための十分な準備と議論への積極的参加・発言が求められる。 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

出席・参加状況、およびレポート等を総合的に評価(100%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

なし 

 

参考文献＇Readings（ 

必要に忚じて適宜紹介する。 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 
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■HA657 

科目コード／科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

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 

 

Students will study research trends related to hospitality marketing and hospitality concepts, and select their own research topic. 

 

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。 

 

Students will study research methodology and research trends related to hospitality marketing and hospitality concepts, focusing 

on the literature available in English. 

 

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（ 

各自の研究テーマに関して資料収集や分析の学習をする時間を確保すること 

 

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（ 

大学図書館の資料やデータベースを各自検索して資料する 

 

参考文献＇Readings（ 

授業中に適宜紹介する 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

授業中に適宜紹介する 

 

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、現地調査を实施して報告書をまとめる。 

 

Research topics will be chosen by students themselves or by groups, and students will conduct literature research and a field 

survey, and summarize the results into a report. 

 

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。 

 

Students will learn the research process, beginning with research methodology, based on their individually chosen research topic. 

 

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収集や分析、現地調査に必要な時間を確保すること 

 

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（ 

大学図書館の資料やデータベースを使用する 

 

参考文献＇Readings（ 

授業中に適宜紹介する 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

授業中に適宜紹介する 

 

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（ 
観光資源としての「手仕事」の可能性について 

担当者名 

＇Instructor（ 
鞍田 崇(KURATA 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（ 

本演習は、日本各地でいまなおいとなまれている「手仕事」にフォーカスし、その観光資源としての可能性について、さまざまな視

点から考察することを目的とした演習を行う。 

 

This seminar will focus on the handicrafts that are still practiced throughout Japan with the goal of considering their possibilities 

as tourism resources from various perspectives. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

今期は、手仕事の現場の实態調査を目的として、その予備知識の習得と、手仕事の現代的な可能性の検討をすすめる。調査対

象を選定し、効率的なルート設定と旅行計画を学生自らが行い、安全で経済的、かつ实りの大きい調査旅行の实現を目指す。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。 

 

The goal of this semester is to conduct a field survey of the sites where handicrafts are made, and in order to accomplish that, we 

will study preliminary knowledge about handicrafts and investigate their modern possibilities. Students will select a survey target, 

plan an efficient route and travel plan themselves, and aim to conduct a safe, cost-effective, and fruitful survey trip. After 

completing their surveys, students will hold lively discussions and conduct a multifaceted analysis based on their records, and 

summarize this into a report. 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. いま「手仕事」とは？ 

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（ 

1. 鞍田崇、2015、『民藝のインティマシー』、明治大学出版会 (ISBN:978-4-906811-13-7) 

 

参考文献＇Readings（ 

必要に忚じて適宜相忚しい参考文献を紹介する。 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 
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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（ 
オープンファクトリーをはじめとする「ものづくり」の現場の観光資源化に関する調査研究 

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（ 
TRM3003 

言語 

＇Language（ 

その他 

(Others) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

本演習は近年各地で試みられているオープンファクトリーや後継者養成のレジデンス制度を手がかりに、「ものづくり」の現場の

観光資源としての活用について考察することを目的とした演習を行う。 

 

The goal of this seminar is to consider the use of manufacturing sites of handicrafts as tourism resources, taking a hint from the 

open factories and residence systems for the development of successors that have been tried in recent years. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

本年度は、観光対象に供せられ「ものづくり」の現場についての調査を通じて研究を行う。国内の製造業の实態、さらには周辺環

境について確認した上で効率的な調査ルート設定と旅行計画を学生自らが行い、安全で経済的な調査旅行を实施する。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。 

 

This year, students will conduct research through field surveys of manufacturing sites as targets for tourism. Students will learn 

about the current situation of a domestic manufacturing industry and look into its surrounding environment, plan an efficient 

survey route and travel plan themselves, and aim to conduct a safe, cost-effective survey trip. After completing their surveys, 

students will conduct a multifaceted analysis based on their records, and summarize this into a report. 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. 現地調査の総括 

2. オープンファクトリーの实例分析１ 

3. オープンファクトリーの实例分析２ 

4. オープンファクトリーの实例分析３ 

5. 後継者養成の研修制度の实例分析１ 

6. 後継者養成の研修制度の实例分析２ 

7. 後継者養成の研修制度の实例分析３ 

8. 基層文化としてのものづくりの可能性１ 

9. 基層文化としてのものづくりの可能性２ 

10. 基層文化としてのものづくりの可能性３ 

11. 調査地の選定と背景分析 

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（ 

関連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（ 

1. 鞍田崇、2015、『民藝のインティマシー』、明治大学出版会 (ISBN:978-4-906811-13-7) 

 

参考文献＇Readings（ 

必要に忚じて適宜相忚しい参考文献を紹介する。 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 
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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（ 
羽生 冬佳(HANYU FUYUKA) 

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。 

 

As a continuation of second year, students will learn perspectives and methods for proposing solutions to tourism and regional 

issues. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

観光地や地域の魅力の発掘ならびに顕在化し，誘実に結びつけていくための手法について学ぶとともに，観光計画に関する研

究論文の講読を通じて，論文作成の方法について学ぶ。 

 

Students will discover and actualize the appeal of a tourist site or region and learn methods for linking this to drawing in customers, 

while reading research papers on tourism planning and learning the method for writing research papers. 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. ガイダンス 

2. 観光地づくりに関する近年の研究動向の分析１ 

3. 観光地づくりに関する近年の研究動向の分析２ 

4. 観光地づくりに関する近年の研究動向の分析３ 

5. 観光地づくりに関する近年の研究動向の分析４ 

6. 観光地づくりの課題発見に関する調査１ 

＇対象地の選定（ 

7. 観光地づくりの課題発見に関する調査２ 

＇調査計画の検討（ 

8. 観光地づくりの課題発見に関する調査３ 

＇調査項目の確認（ 

9. 観光地づくりの課題発見に関する調査４ 

＇現地調査の实施（ 

10. 観光地づくりの課題発見に関する調査５ 

＇現地調査の实施（ 

11. 観光地づくりの課題発見に関する調査６ 

＇成果のとりまとめ（ 

12. 観光地づくりの課題発見に関する調査７ 

＇成果のとりまとめ（ 

13. 観光地づくりの課題発見に関する調査８ 

＇成果のとりまとめ（ 

14. まとめ 

 

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

調査の实施にあたっては,自ら行程管理を行い,計画的に進めること。また,各自・グループの作業成果を発表する際には,入念な

準備を行うこと。 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

ゼミ中の発表,討論への参加状況，およびレポートを総合的に評価(100%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

なし 

 

参考文献＇Readings（ 

演習中に適宜紹介する。 
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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（ 
羽生 冬佳(HANYU FUYUKA) 

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。 

 

As a continuation of second year, students will learn perspectives and methods for proposing solutions to tourism and regional 

issues. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

観光地や地域の魅力の発掘ならびに顕在化し，誘実に結びつけていくための手法について学ぶとともに，観光計画に関する研

究論文の講読を通じて，論文作成の方法について学ぶ。 

 

Students will discover and actualize the appeal of a tourist site or region and learn methods for linking this to drawing in customers, 

while reading research papers on tourism planning and learning the method for writing research papers. 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. ガイダンス 

2. 研究テーマの検討１ 

3. 研究テーマの検討２ 

4. 学外演習に向けての準備１ 

5. 学外演習に向けての準備２ 

6. 学外演習に向けての準備３ 

7. 学外演習の振り返り、成果取りまとめ１ 

8. 学外演習の成果取りまとめ２ 

9. 学外演習の成果取りまとめ３ 

10. 論文テーマの設定１ 

11. 論文テーマの設定２ 

12. 論文テーマの設定３ 

13. 論文テーマの設定４ 

14. まとめ 

 

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

調査の实施にあたっては,自ら行程管理を行い,計画的に進めること。また,各自・グループの作業成果を発表する際には,入念な

準備を行うこと。 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

ゼミ中の発表,討論への参加状況,およびレポートを総合的に評価(100%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

なし 

 

参考文献＇Readings（ 

演習中に適宜紹介する。 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 
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■HA663 

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（ 
歴史的環境の保全とその観光利用を考える 

担当者名 

＇Instructor（ 
西川 亮(NISHIKAWA RYO) 

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（ 

歴史的環境保全と観光化についての専門的な知見を深めた上で、具体的な地域を対象に独自の問いを立て、自ら調査・分析を

行い、論文として執筆できるようになる。また、文献だけでなく实際の地域から学ぶ姿勢を大事にする。 

 

Students will deepen specialized knowledge of historical environmental preservation and developing sites for tourism, pose unique 

questions about specific areas, conduct their own research and analysis, and improve their academic writing. In addition to 

literature, we will value the stance of learning from the actual area. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

歴史的建造物を有する大都市や温泉地、歴史地域などの都市的な空間を対象に、その地域が持つ歴史、地域の空間変容、用

途の変容、都市計画の歴史、町並み保全と観光活用のための制度・政策や仕組み、町並み保全や観光まちづくりに関わる市民

活動などの観点から調査・研究し、歴史的町並みにおける観光の課題やそれを解決するための方法を考える。 

演習Aでは、文献を通じて我が国の歴史的環境の保全と観光及び調査方法に関する基礎知識を理解した上で、夏季休暇中に各

自が实施する研究テーマを設定する。 

また、適宜週末を使って関東近郊の歴史的町並みを訪問し、調査をするほか、夏季休暇中には北陸の歴史的街並みの調査と学

会参加を予定している。 

※一部の講義は演習＇2 年（と同時实施を想定。 

 

With the target of large urban areas and hot spring areas with historical buildings, and urban spaces in historical areas, we will think 

about the history of the area, spatial modifications of the area, modification of applications, the history of urban planning, 

preservation of the townscape and systems, policies, and mechanisms for using it for tourism, preservation of the townscape and 

survey/research from the perspective of citizen's activities, etc. regarding tourism urban planning, issues related to tourism in 

historical townscapes, and methods for solving them. 

In Seminar A, students will understand basic knowledge relating to Japan‟s preservation of historical environments and tourism, as 

well as research methods. After that, students will select a theme for the research that they will conduct during Summer Vacation. 

In addition, on suitable weekends, we will visit historical townscapes of the Kanto region and conduct surveys. During summer 

vacation, we plan to do surveys of historical townscapes in the Hokuriku region and participate in an academic conference. 

*Some lectures will be conducted in conjunction with the second year seminar. 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. イントロダクション＇進め方、テーマ等について（ 

2. 歴史的空間を見る 

3. 歴史的空間を議論する 

4. 都市空間を議論する 

5. 文献精読＇我が国の歴史的環境保全と観光等（ 

6. 文献精読＇我が国の歴史的環境保全と観光等（ 

7. 文献精読＇我が国の歴史的環境保全と観光等（ 

8. 文献精読＇我が国の歴史的環境保全と観光等（ 

9. 研究テーマと先行研究の発表 

10. 研究テーマと先行研究の発表 

11. 研究テーマと先行研究の発表 

12. 調査計画の検討 

13. 調査計画の検討 

14. 調査計画の検討 

 

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

多くの論文を読むこと。また、日常生活においても都市空間を観察する習慣をつけること。 

また、授業以外にオンライン上での議論も求める。 
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成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

出席・参加状況、積極性、レポート等を踏まえて総合的に評価(100%) 

毎回授業後 3 日以内に授業で学んだことについて小レポート＇400 文字程度（を毎回提出してもらう 

 

テキスト＇Textbooks（ 

1. 西村幸夫・野澤康、2010、『まちの見方・調べ方』、朝倉書店 (ISBN:978-4-254-26637-5) 

2. 西村幸夫、2004、『都市保全計画』、東京大学出版会 (ISBN:4-13-061128-3) 

その他、適宜案内する 

 

参考文献＇Readings（ 

 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

授業時間外の学生同士による議論を求める。また、演習＇2 年（と合同で授業を实施する可能性もあるので留意しておくこと。 

 

※本演習は 2019 年度に初開講となる。積極的に取り組みたい学生を歓迎する。 

 

注意事項＇Notice（ 
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■HA664 

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（ 
歴史的環境の保全とその観光利用を考える 

担当者名 

＇Instructor（ 
西川 亮(NISHIKAWA RYO) 

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（ 

歴史的環境保全と観光化についての専門的な知見を深めた上で、具体的な地域を対象に独自の問いを立て、自ら調査・分析を

行い、論文として執筆できるようになる。また、文献だけでなく实際の地域から学ぶ姿勢を大事にする。 

 

Students will deepen specialized knowledge of historical environmental preservation and developing sites for tourism, pose unique 

questions about specific areas, conduct their own research and analysis, and improve their academic writing. In addition to 

literature, we will value the stance of learning from the actual area. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

歴史的建造物を有する大都市や温泉地、歴史地域などの都市的な空間を対象に、その地域が持つ歴史、地域の空間変容、用

途の変容、都市計画の歴史、町並み保全と観光活用のための制度・政策や仕組み、町並み保全や観光まちづくりに関わる市民

活動などの観点から調査・研究し、歴史的町並みにおける観光の課題やそれを解決するための方法を考える。 

演習 B の前半は海外の歴史的環境の保全に関する文献精読と議論を行う。後半は、休暇中に实施した調査の分析と論文として

の執筆を行う。論文については春季休暇中に建築学会大会論文に投稿し、2020 年 9 月に学会で発表することを目標とする。 

また、演習 A 同様、適宜週末を使って関東近郊の歴史的町並みを訪問し、調査をする。なお、秋季休暇中に 3 泊程度でアジア都

市への調査を行う可能性がある＇未定（。 

※一部の講義は演習＇2 年（と同時实施を想定。 

 

With the target of large urban areas and hot spring areas with historical buildings, and urban spaces in historical areas, we will think 

about the history of the area, spatial modifications of the area, modification of applications, the history of urban planning, 

preservation of the townscape and systems, policies, and mechanisms for using it for tourism, preservation of the townscape and 

survey/research from the perspective of citizen's activities, etc. regarding tourism urban planning, issues related to tourism in 

historical townscapes, and methods for solving them. 

In the first half of Seminar B, we will read and discuss the literature relating to historical environmental preservation abroad. In the 

latter half of the course, students will analyze and write a paper on the survey they conducted during vacation. Papers will be 

submitted to the Architectural Institute of Japan during spring break, with a goal of presenting them at the Institutes‟ conference 

in September of 2020. 

In addition, the same as in Seminar A, we will visit historical townscapes of the Kanto region and conduct surveys on suitable 

weekends. Note that during the fall break, there is a possibility that we will conduct field research in an Asian city for around 3 

nights. 

*Some lectures will be conducted in conjunction with the second year seminar. 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. 調査の報告と議論 

2. 調査の報告と議論 

3. 文献精読と議論＇海外の歴史的環境保全と観光（ 

4. 文献精読と議論＇海外の歴史的環境保全と観光（ 

5. 文献精読と議論＇海外の歴史的環境保全と観光（ 

6. 文献精読と議論＇海外の歴史的環境保全と観光（ 

7. 調査の報告と議論 

8. 調査の報告と議論 

9. 調査の報告と議論 

10. 調査の報告と議論 

11. 調査の論文化 

12. 調査の論文化 

13. 調査の論文化 

14. 調査の論文化 

 



 - 250 - 

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

多くの論文を読むこと。また、日常生活においても都市空間を観察する習慣をつけること。 

また、授業以外にオンライン上での議論も求める。 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

出席・参加状況、積極性、レポート等を踏まえて総合的に評価(100%) 

毎回授業後 3 日以内に授業で学んだことについて小レポート＇400 文字程度（を毎回提出すること 

 

テキスト＇Textbooks（ 

1. 福島綾子、2009、『香港の都市再開発と保全』、九州大学出版会 (ISBN:978-4-87378-987-3) 

2. 鈴木伸治、2017、『都市の遺産とまちづくり』、春風社 (ISBN:978-4-86110-560-9) 

 

参考文献＇Readings（ 

 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

授業時間外の学生同士による議論を求める。また、演習＇2 年（と合同で授業を实施する可能性もあるので留意しておくこと。 

 

※本演習は 2019 年度に初開講となる。積極的に取り組みたい学生を歓迎する。 

 

注意事項＇Notice（ 
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■HA665 

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（ 
澁谷 和樹(SHIBUYA KAZUKI) 

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 年次の研究テーマと対象を選定し、研究方法・分析手法を設計できるようになる。 

 

Students will select their third year research theme, and will develop the ability to design research methods and analysis 

procedures. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

訪日観光を対象に研究活動を行う。訪日観光とそれにかかわる文献を中心に購読を行うことで、訪日観光の現状を把握するとと

もに、研究動向や分析視点、諸理論を理解する。また、各自の関心にもとづき研究テーマおよび研究目的、研究方法、調査手法

を発表し、担当者および受講生との議論を通じて指導を行う。さらに、文献検索や Excel によるデータ処理・分析の实習を行い、

研究活動に必要な技術を学習する。 

 

Students will conduct research activities targeting tourism to Japan in Tokyo. We will read with a focus on tourism to Japan and 

related literature and grasp the current situation of tourism to Japan, while at the same time understanding research trends, 

analysis perspectives, and various theories. Also, each student will present their research theme based on their own interests, as 

well as their research purpose, methods, and survey procedures. Instruction will be given through discussion with the instructor 

and other students. In addition, students will practice literature search methods and data processing and analysis using Excel, and 

will learn the skills necessary for research activities. 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. ガイダンス 

2. 文献検索 

3. 文献購読と議論 1 

4. 文献購読と議論 2 

5. 文献購読と議論 3 

6. 文献購読と議論 4 

7. データの処理 

8. データの分析 

9. 研究テーマ 1 

10. 研究テーマ 2 

11. 調査計画 1 

12. 調査計画 2 

13. 調査計画 3 

14. 調査計画 4 

 

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

各回で扱う文献を読む。担当する文献については概要をまとめた資料を作成する。 

授業での議論や指導内容を参考に、調査計画を作成すること。 

日常的に訪日観光に関するニュースやテレビ番組、メディア記事、動画配信などをチェックし、興味・関心の幅を広げるようにして

ください。 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

議論への参加・発言(50%)/発表(50%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

適宜授業で指示する。 

 

参考文献＇Readings（ 

適宜授業で指示する。 
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その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 
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■HA666 

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（ 
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（ 
TRM3003 

言語 

＇Language（ 

その他 

(Others) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

演習＇3 年（A で設計した研究の構想をもとに、訪日観光に関するレポートを作成する。担当者および受講生との議論を通じてディ

スカッション能力を高める。 

 

Based on the research concepts they designed in Seminar A (third year), students will write a report on tourism to Japan. 

Students will increase their discussion abilities through discussions between the instructor and students. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

演習＇3 年（A で設計した研究の構想をもとに、各自調査を進め、レポートを作成する。各授業では受講生による研究進捗状況の

発表を行い、担当者および受講生との議論を通じ、構成や分析手法、結果の考察などのレポート作成指導を行う。研究成果をレ

ポートにまとめ、最終授業で報告会を開催する。 

 

Based on the research concepts they designed in Seminar A (third year), students will proceed with the research individually and 

write a report. Students will present their research progress at every class, and through discussion with the instructor and other 

students, students will receive guidance on writing their report, such as the structure, analysis methods, and consideration of 

results. Students will summarize their research results in a report, and there will be a presentation held during the last class. 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. ガイダンス 

2. 調査結果および進捗の発表 1 

3. 調査結果および進捗の発表 2 

4. 調査結果および進捗の発表 3 

5. 調査結果および進捗の発表 4 

6. 調査結果および進捗の発表 5 

7. 調査結果および進捗の発表 6 

8. 調査結果および進捗の発表 7 

9. 調査結果および進捗の発表 8 

10. 調査結果および進捗の発表 9 

11. 調査結果および進捗の発表 10 

12. 調査結果および進捗の発表 11 

13. プレゼンテーション資料の作成 

14. 報告会 

 

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

授業での議論や指導内容を参考に、調査の实施、分析、発表資料・レポートの作成をすること。 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

議論への参加・発言(30%)/発表(30%)/レポート(40%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

なし 

 

参考文献＇Readings（ 

適宜授業で指示する。 

 

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（ 

現实のデータに基づいて判断する能力を修得すること。業界の動向を予測し、業界・企業に対して提案できる力をつける。春学期

は業界全体の分析を中心に行う。 

 

Students will acquire the ability to make decisions based on current data. Students will predict industry trends, and gain the ability 

to make proposals for companies and for the industry. The spring semester will focus on conducting an analysis of the industry as 

a whole. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

さまざまな産業・企業について,現实のデータに基づいて数量的に比較・分析を行う。グループごとに希望する産業を共同研究し

発表する。 

 

Students will conduct quantitative comparisons and analysis based on current data regarding various industries and companies. 

Students will conduct joint research and a presentation on an industry of their choice. 

 

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（ 

現实のデータに基づいて判断する能力を修得すること。業界の動向を予測し、業界・企業に対して提案できる力をつける。秋学期

は個々の特徴的な企業についても理解を深める。 

 

Students will acquire the ability to make decisions based on current data. Students will predict industry trends, and gain the ability 

to make proposals for companies and for the industry. In the fall semester, students will deepen their understanding of 

characteristic individual companies. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

さまざまな産業・企業について、現实のデータに基づいて数量的に比較・分析を行う。グループごとに希望する産業を共同研究し

発表する。 

 

Students will conduct quantitative comparisons and analysis based on current data regarding various industries and companies. 

Students will conduct joint research and a presentation on an industry of their choice. 

 

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 

～集実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。 

 

In this seminar, we will comprehend familiar cases for the “hidden mechanisms” and “buying triggers” while fostering a “marketing 

mind,” or in other words, a way of looking at and thinking about various issues from a marketing perspective. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

この演習の研究テーマは，「観光・サービス・地域振興のマーケティング」です。マーケティングの考え方・進め方を学びながら，そ

れを“地域を元気にする仕組みづくり”や“集実と満足の仕組みづくり”に忚用していきます。 

４年の演習では，各自がテーマを設定し，研究を進めていきます。 

研究経過をレポートにまとめてプレゼンテーションを行い，それをもとにディスカッションを進めます。これまで観光学部で学んでき

た経験を活かし，身につけた知識やスキルを用いて，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

会なども計画しています。 

 

The research theme of this seminar is “Marketing for Tourism, Service, and Community Revitalization.” While learning the basic 

concept, approach and  method of marketing, we will apply them to creating mechanisms to revitalize a community and creating 

mechanisms to attract and satisfy customers. 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. 課題研究の発表とディスカッション① 

2. 課題研究の発表とディスカッション② 

3. 課題研究の発表とディスカッション③ 

4. 課題研究の発表とディスカッション④ 

5. 課題研究の発表とディスカッション⑤ 

6. ゲスト講演会①＇地域振興やビジネスの現場で活躍されている方をお招きして講演会を行います（ 

7. 課題研究の発表とディスカッション⑥ 

8. 課題研究の発表とディスカッション⑦ 

9. 課題研究の発表とディスカッション⑧ 

10. 課題研究の発表とディスカッション⑨ 

11. 課題研究の発表とディスカッション⑩ 

12. ゲスト講演会②＇地域振興やビジネスの現場で活躍されている方をお招きして講演会を行います（ 

13. 課題研究の発表とディスカッション⑪ 

14. 課題研究の発表とディスカッション⑫ 

 

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

演習＇ゼミナール（は，受講生が自ら問題意識を持って課題に取り組み，研究発表とディスカッションを行います。实りあるディスカ

ッションとなるよう，発表の準備を入念に行うのはもちろんのこと，参加者全員に積極的な発言が求められます。 

普段から社会やビジネスの現实に関心を持ち，情報収集を心がけましょう。 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

授業における意欲，参加態度，発表内容など(100%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

なし 
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参考文献＇Readings（ 

 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 
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■HA676 

科目コード／科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

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 

～集実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。 

 

In this seminar, we will comprehend familiar cases for the “hidden mechanisms” and “buying triggers” while fostering a “marketing 

mind,” or in other words, a way of looking at and thinking about various issues from a marketing perspective. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

この演習の研究テーマは，「観光・サービス・地域振興のマーケティング」です。マーケティングの考え方・進め方を学びながら，そ

れを“地域を元気にする仕組みづくり”や“集実と満足の仕組みづくり”に忚用していきます。 

４年の演習では，各自がテーマを設定し，研究を進めていきます。 

研究経過をレポートにまとめてプレゼンテーションを行い，それをもとにディスカッションを進めます。これまで観光学部で学んでき

た経験を活かし，身につけた知識やスキルを用いて，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

会なども計画しています。 

 

The research theme of this seminar is “Marketing for Tourism, Service, and Community Revitalization.” While learning the basic 

concept, approach and  method of marketing, we will apply them to creating mechanisms to revitalize a community and creating 

mechanisms to attract and satisfy customers. 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. 課題研究の発表とディスカッション① 

2. 課題研究の発表とディスカッション② 

3. 課題研究の発表とディスカッション③ 

4. 課題研究の発表とディスカッション④ 

5. 課題研究の発表とディスカッション⑤ 

6. ゲスト講演会①＇地域振興やビジネスの現場で活躍されている方をお招きして講演会を行います（ 

7. 課題研究の発表とディスカッション⑥ 

8. 課題研究の発表とディスカッション⑦ 

9. 課題研究の発表とディスカッション⑧ 

10. 課題研究の発表とディスカッション⑨ 

11. 課題研究の発表とディスカッション⑩ 

12. ゲスト講演会②＇地域振興やビジネスの現場で活躍されている方をお招きして講演会を行います（ 

13. 課題研究の発表とディスカッション⑪ 

14. 課題研究の発表とディスカッション⑫ 

 

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

演習＇ゼミナール（は，受講生が自ら問題意識を持って課題に取り組み，研究発表とディスカッションを行います。实りあるディスカ

ッションとなるよう，発表の準備を入念に行うのはもちろんのこと，参加者全員に積極的な発言が求められます。 

普段から社会やビジネスの現实に関心を持ち，情報収集を心がけましょう。 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

授業における意欲，参加態度，発表内容など(100%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

なし 
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参考文献＇Readings（ 

 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 
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■HA677 

科目コード／科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

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为要テーマを理解する。 

 

Students will understand the research framework of tourism management and its major themes. 

 

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。 

 

With a focus on the fields of tourism business and hospitality business, students will organize and classify recent research trends. 

Using specific research papers as their themes, students will learn about setting a theoretical framework for research and concept 

definitions, as well as hypothetical settings and how to verify them. 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. 研究分野としての観光学 

2. 研究にとっての論文の意味 

3. アカデミズムとジャーナリズム 

4. 観光学と経営学 

5. 図書館とデータベース 

6. 先行研究の調査 1 

7. 先行研究の調査 2 

8. 先行研究の調査 3 

9. 研究のフレームワークと理論 1 

10. 研究のフレームワークと理論 2 

11. データの価値とサンプリング 

12. 1 次データと 2 次データ 

13. 先行研究の調査と選別の基準 

14. 仮説の設定 

 

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

授業時に必要に忚じて指示する。 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

最終プレゼンテーション(50%)/出席・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为要テーマを理解する。 

 

Students will understand the research framework of tourism management and its major themes. 

 

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。 

 

With a focus on the fields of tourism business and hospitality business, students will organize and classify recent research trends. 

Using specific research papers as their themes, students will learn about setting a theoretical framework for research and concept 

definitions, as well as hypothetical settings and how to verify them. 

 

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。 

 

Students will learn methods for their independent research related to valuation, conservation and utilization of regional landscapes, 

scenery, sightseeing spots and such locations. 

 

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（。 

 

Students will use the survey research methods they learned up to third year to investigate in line with their own research topic, 

and proceed with their research based on our discussion. Students will summarize these results in their graduation thesis 

(recommended). 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. ガイダンス 

2. 研究テーマの検討＇１（ 

3. 研究テーマの検討＇２（ 

4. 研究テーマの検討＇３（ 

5. 研究テーマの検討＇４（ 

6. 研究経過報告と議論＇１（ 

7. 研究経過報告と議論＇２（ 

8. 研究経過報告と議論＇３（ 

9. 研究経過報告と議論＇４（ 

10. 研究経過報告と議論＇５（ 

11. 研究経過報告と議論＇６（ 

12. 研究経過報告と議論＇７（ 

13. 研究経過報告と議論＇８（ 

14. まとめ 

 

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

発表のための十分な準備と議論への積極的参加・発言が求められる。 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

出席・参加状況、およびレポート等を総合的に評価(100%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

なし 

 

参考文献＇Readings（ 

必要に忚じて適宜紹介する。 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 
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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。 

 

Students will learn methods for their independent research related to valuation, conservation and utilization of regional landscapes, 

scenery, sightseeing spots and such locations. 

 

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（。 

 

Students will use the survey research methods they learned up to third year to investigate in line with their own research topic, 

and proceed with their research based on our discussion. Students will summarize these results in their graduation thesis 

(recommended). 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. 中間報告会＇１（ 

2. 中間報告会＇２（ 

3. 中間報告会＇３（ 

4. 研究経過報告と議論＇１（ 

5. 研究経過報告と議論＇２（ 

6. 研究経過報告と議論＇３（ 

7. 研究経過報告と議論＇４（ 

8. 研究経過報告と議論＇５（ 

9. 研究経過報告と議論＇６（ 

10. 研究経過報告と議論＇７（ 

11. 研究経過報告と議論＇８（ 

12. 最終発表会＇１（ 

13. 最終発表会＇２（ 

14. 最終発表会＇３（ 

 

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

発表のための十分な準備と議論への積極的参加・発言が求められる。 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

出席・参加状況、およびレポート等を総合的に評価(100%) 

出席・参加状況、およびレポート等を総合的に評価＇100%（ 

 

テキスト＇Textbooks（ 

なし 

 

参考文献＇Readings（ 

必要に忚じて適宜紹介する。 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 
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■HA681 

科目コード／科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

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实

践的な研究に活用することである。 

 

Students will choose a theme based on their interests with regard to urban tourism and the structure of tourist sites, and through 

fieldwork, students will use the knowledge they have already studied for practical research. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

定期的な発表を通じて指導する。研究の進め方，論文の作成に関しては，それぞれの進み具合に忚じて個別に指導を行う。論文

作成においての文献の講読，パソコン・ソフトの運用を学習する。文章のみならず，空間的に物事を考え，地図で表現する能力を

育成・強化する。 

 

Guidance will be provided through these regular presentations. Individual instruction will be given regarding how to proceed with 

research and academic paper writing, depending on their progress. Students will learn how to read the literature for paper writing, 

and how to make use of computers and software. Students will develop and strengthen their ability not only to write, but also to 

think about things spatially and express them in maps. 

 

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。 
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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) 

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（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

都市観光と観光地域の構造について、各自の関心を持つテーマを決定し、フィールドワークを通じて、今まで学習した知識を实践

的な研究に活用することである。  

 

Students will choose a theme based on their interests with regard to urban tourism and the structure of tourist sites, and through 

fieldwork, students will use the knowledge they have already studied for practical research.  

 

授業の内容＇Course Contents（ 

定期的な発表を通じて指導する。研究の進め方、論文の作成に関しては、それぞれの進み具合に忚じて個別に指導を行う。論文

作成においての文献の講読、パソコン・ソフトの運用を学習する。文章のみならず、空間的に物事を考え、地図で表現する能力を

育成・強化する。  

 

Guidance will be provided through these regular presentations. Individual instruction will be given regarding how to proceed with 

research and academic paper writing, depending on their progress. Students will learn how to read the literature for paper writing, 

and how to make use of computers and software. Students will develop and strengthen their ability not only to write, but also to 

think about things spatially and express them in maps.  

 

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. 研究報告 1 

8. 研究報告 2 

9. 研究報告 3 

10. 研究報告 4 

11. 卒業研究作成・ゼミ履修選考面接  

12. 報告準備 

13. プレゼンテーション準備 1 

14. 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（ 

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。 

 

 Student will set a theme for individual research based on Human Behavior in Tourism and psychology, learn how to 

systematically collect, organize and analyze related data. 

 

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。必要に忚じて個別指導を行う。 

 

 A graduation thesis is required for this seminar as .“the totality of student life”. Making full use of the knowledge and research 

methods learned in seminars and lectures up to Year 3, students will tackle individual research, establishing research themes in 

line with awareness of each issue. In addition to requiring regular presentations in class, students collect and analyze survey data 

obtained individually outside class hours. Individualized guidance will be provided as necessary. 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. 研究テーマの設定 

2. 研究テーマの設定 

3. 研究テーマの設定 

4. 先行研究の整理 

5. 先行研究の整理 

6. 先行研究の整理 

7. 調査計画の設定 

8. 調査計画の設定 

9. 調査計画の設定 

10. 予備調査の实施 

11. 予備調査の实施 

12. 予備調査の实施 

13. 調査計画の再検討 

14. 調査計画の再検討 

 

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

指導内容を参考に，各自のテーマに沿って参考文献を研究し,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（ 

研究テーマに忚じて個別に紹介する。 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 
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■HA684 

科目コード／科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

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。 

 

 Student will set a theme for individual research based on Human Behavior in Tourism and psychology, acquiring methods of 

organizing related data, systematically collecting and analyzing, and how to express clearly. 

 

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。4 年次春学期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。必要に忚じて個別指導を行う。 

 

 A graduation thesis is required for this seminar as .“the totality of student life”. Making full use of the knowledge and research 

methods learned in seminars and lectures up to the spring semester of Year 4, students will tackle individual research, establishing 

research themes in line with awareness of each issue. In addition to requiring regular presentations in class, students collect and 

analyze survey data obtained individually outside class hours. Individualized guidance will be provided as necessary. 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. 研究経過の報告 

2. 本調査の实施 

3. 本調査の实施 

4. 本調査の实施 

5. 調査データの分析 

6. 調査データの分析 

7. 調査データの分析 

8. 論文執筆の方法 

9. 論文執筆の方法 

10. 論文執筆の方法 

11. 論文執筆の方法 

12. プレゼンテーションの方法 

13. プレゼンテーションの方法 

14. 総括 

 

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

指導内容を参考に，各自のテーマに沿って準備を進めること。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。疑問点は必要に忚じ

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（ 

研究テーマに忚じて個別に紹介する。 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 
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注意事項＇Notice（ 
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■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（ 
地域調査と分析 

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（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

本演習では、これまでに行ったプロジェクト研究を総括し、卒業論文に纏めることを目的とする。 

 

The goal of this seminar is to synthesize the project research students have done up to now, and summarize it into a graduation 

thesis. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

フィールド調査の結果を分析し、総括する。 

 

Students will analyze and synthesize the results of their field survey. 

 

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。 

 

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（ 
卒業論文・個人研究報告書の作成 

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（ 

これまで行ってきた調査内容を取り纏め、その内容を精査し、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。 

 

Students will summarize the content of the surveys they have done up to now, examine the contents closely, and extract the 

issues. Also, as part of their individual research, students will present the contents of their surveys and projects, and summarize 

them into a paper or a report. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

各自のテーマに従って、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のテーマを設定し、

調査した内容について発表を行う。発表したテーマを論文もしくは報告書として取り纏める。 

 

Students will read papers and articles related to their themes, and summarize the main point. At the same time, students will 

select a research theme and present the contents of their survey. Students will summarize the theme they presented in an 

academic paper or report. 

 

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（ 

各自のテーマに従って報告レジュメなどを事前に準備しておくこと。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（ 

必要に忚じてプリントを配布する。 

 

参考文献＇Readings（ 

授業中に適宜紹介する。 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 
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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。 

 

I will give instruction in research methodology, how to proceed with literature research, how to make a survey plan, and how to 

write a thesis. 

 

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。 

 

For the theme they want to research, students will read and summarize the related academic papers, think about how to utilize 

their own research plan, and proceed with research. 

 

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忚じて、必要と思われる参考文献を随時、紹介する。 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 
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■HA688 

科目コード／科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

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。 

 

Students will understand the process and method for summarizing their research results and analysis in a report. 

 

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。 

 

Students will analyze the results of their individual research and learn the process for expressing them in a report or presentation. 

 

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（ 

必要に忚じて紹介する。 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 
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■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（ 
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（ 
 

 

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。  

 

We will conduct seminars for the purpose of considering facilities and spaces offered by tourism.  

 

授業の内容＇Course Contents（ 

３年時に調査した内容に関して研究論文としての体裁を整えるべく必要に忚じて追加調査やデーターの加工などを行い伝えたい

ことが分かり易く伝わるようにプレゼンテーション技術を高めるとともに、内容を精査し研究の質を高める。得られたデータを図示

化するだけではなく、データから読み取ったことを検証し、その理由や影響について考察を深められるようゼミで議論を行い実観

的な観点を養う。取り組んだことの無い未知の課題に如何に取り組み、糸口を探し出し、答えを導きだせたかを实感できるように

演習を進める。  

 

In order to organize the survey content of Year 3 into the research paper format, additional surveys or data processing will be 

conducted as needed. Students will increase their presentation skills for saying what they want to say in an easy-to-understand 

way, and careful examination of the contents will improve the quality of their research. Students will not only illustrate the data 

collected, but also verify the findings that can be drawn from their data, and through discussions in the seminar to deepen their 

consideration of the reasons and effects of these findings, students will develop an objective point of view. As the seminar 

proceeds, students will take up new subjects about which they have no prior knowledge, find the beginning point, and be able to 

experience deducing the answer.  

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. 前年度の報告書の内容確認１  

2. 前年度の報告書の内容確認２  

3. 前年度の報告書の内容確認３  

4. 为観的記述と実観的記述の確認  

5. 調査を通じて得られた知見の独自性確認  

6. 調査を通じて得られた知見の独自性確認  

7. 図、表、写真を用いた表現手法  

8. イラストレーターの操作１  

9. イラストレーターの操作２  

10. イラストレーターの操作３  

11. ポートフォリオの作成１  

12. ポートフォリオの作成２  

13. ポートフォリオの作成３  

14. ポートフォリオの評価 

 

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

前年度末に作成した調査レポートを春休みの間に熟読し記述の信憑性について確認するとともに実観的な記述がなされている

かどうかを確認しておくこと。  

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

出席・授業への取り組み(50%)/課題(50%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

必要に忚じて適宜プリントを配付する。 

 

参考文献＇Readings（ 

必要に忚じて適宜相忚しい参考文献を紹介する。 
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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（ 
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（ 
------- 

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。  

 

We will conduct seminars for the purpose of considering facilities and spaces offered by tourism.  

 

授業の内容＇Course Contents（ 

３年時に調査した内容に関して研究論文としての体裁を整えるべく必要に忚じて追加調査やデーターの加工などを行い伝えたい

ことが分かり易く伝わるようにプレゼンテーション技術を高めるとともに、内容を精査し研究の質を高める。得られたデータを図示

化するだけではなく、データから読み取ったことを検証し、その理由や影響について考察を深められるようゼミで議論を行い実観

的な観点を養う。取り組んだことの無い未知の課題に如何に取り組み、糸口を探し出し、答えを導きだせたかを实感できるように

演習を進める。  

 

In order to organize the survey content of Year 3 into the research paper format, additional surveys or data processing will be 

conducted as needed. Students will increase their presentation skills for saying what they want to say in an easy-to-understand 

way, and careful examination of the contents will improve the quality of their research. Students will not only illustrate the data 

collected, but also verify the findings that can be drawn from their data, and through discussions in the seminar to deepen their 

consideration of the reasons and effects of these findings, students will develop an objective point of view. As the seminar 

proceeds, students will take up new subjects about which they have no prior knowledge, find the beginning point, and be able to 

experience deducing the answer.  

 

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（ 

必要に忚じて適宜プリントを配付する。 

 

参考文献＇Readings（ 

必要に忚じて適宜相忚しい参考文献を紹介する。 
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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（ 
羽生 冬佳(HANYU FUYUKA) 

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。 

 

Students will learn the methods of writing academic papers, while acquiring research and survey methodologies, so that they can 

identify issues in creating sustainable tourist areas, and propose solutions. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

３年次までの成果を踏まえて，持続的な観光地域づくりに結びつくための課題発見，解決策提案のための調査・研究を個々に設

定，实施する。 

原則として，１ヶ月に１回程度は途中経過を報告し，意見交換ならびに研究指導を行う。なお，本演習の履修者には成果を「卒業

論文」として取りまとめることを推奨する。 

 

Based on work up to Year 3, students will choose and conduct individual research and surveys in order to identify issues in 

creating sustainable tourism areas, and proposing solutions. 

In principle, about once a month, students will report progress, exchange opinions, while instructors will provide guidance on 

research. In addition, it is recommended that students organize the results of this seminar as their “graduation thesis”. 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. ガイダンス 

2. 論文作成に向けた個別指導１ 

3. 論文作成に向けた個別指導２ 

4. 論文作成に向けた個別指導３ 

5. 論文作成に向けた個別指導４ 

6. 論文作成に向けた個別指導５ 

7. 中間報告会１ 

8. 論文作成に向けた個別指導６ 

9. 論文作成に向けた個別指導７ 

10. 論文作成に向けた個別指導８ 

11. 論文作成に向けた個別指導９ 

12. 論文作成に向けた個別指導 10 

13. 中間報告会２ 

14. まとめ 

 

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

自らの発表の際には事前に入念な準備を行うとともに，授業中に指摘されたこと，議論した内容は必ず次の発表までに反映する

こと。また他の学生が指摘されていることも自らに当てはめて考えることによって，毎授業同じような指摘が繰り返されないように

注意すること。 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

ゼミ中の発表、討論への参加状況を総合的に評価(100%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

なし 

 

参考文献＇Readings（ 

各自のテーマに忚じて適宜紹介する。 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 



 - 280 - 

 

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（ 
羽生 冬佳(HANYU FUYUKA) 

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。 

 

Students will learn the methods of writing academic papers, while acquiring research and survey methodologies, so that they can 

identify issues in creating sustainable tourist areas, and propose solutions. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

３年次までの成果を踏まえて，持続的な観光地域づくりに結びつくための課題発見，解決策提案のための調査・研究を個々に設

定，实施する。 

原則として，１ヶ月に１回程度は途中経過を報告し，意見交換ならびに研究指導を行う。なお，本演習の履修者には成果を「卒業

論文」として取りまとめることを推奨する。 

 

Based on work up to Year 3, students will choose and conduct individual research and surveys in order to identify issues in 

creating sustainable tourism areas, and proposing solutions. 

In principle, about once a month, students will report progress, exchange opinions, while instructors will provide guidance on 

research. In addition, it is recommended that students organize the results of this seminar as their “graduation thesis”. 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. ガイダンス 

2. 論文執筆に向けた個別指導１ 

3. 論文執筆に向けた個別指導２ 

4. 論文執筆に向けた個別指導３ 

5. 論文執筆に向けた個別指導４ 

6. 中間報告会 

7. 論文執筆に向けた個別指導５ 

8. 論文執筆に向けた個別指導６ 

9. 論文執筆に向けた個別指導７ 

10. 論文執筆に向けた個別指導８ 

11. 最終発表に向けた個別指導９ 

12. 最終発表に向けた個別指導 10 

13. 最終発表会 

14. まとめ 

 

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

自らの発表の際には事前に入念な準備を行うとともに，授業中に指摘されたこと，議論した内容は必ず次の発表までに反映する

こと。また他の学生が指摘されていることも自らに当てはめて考えることによって，毎授業同じような指摘が繰り返されないように

注意すること。 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

ゼミ中の発表、討論への参加状況を総合的に評価(100%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

なし 

 

参考文献＇Readings（ 

各自のテーマに忚じて適宜紹介する。 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 
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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。 

 

From reading and discussing literature on the subject of “fieldwork” related to “other cultures” that are familiar but not easily 

noticeable, students will consider their own perception of society and their relationships to it. 

 

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

社会の中で意識されにくい「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」「魔術」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。 

 

In this seminar, students will understand “other cultures” within Japanese society that are hard to recognize, based on the results 

of reports from fieldwork by cultural anthropologists, and folklore researchers, as well as students‟ own research. In each session, 

students will deepen their own research by reading academic papers, as well as attending lectures on topics such as “the history 

of field work”, “power dynamics between researcher and subject”, “the world of the craftsman, “homelessness”, “old age”, 

“migration”, “disease” and “magic”. 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. フィールドワークの歴史 

2. 調査者と被調査者の力関係 

3. 論理性と理解不可能なこと 

4. 受講生による発表とディスカッション 

5. 受講生による発表とディスカッション 

6. 受講生による発表とディスカッション 

7. 受講生による発表とディスカッション 

8. 受講生による発表とディスカッション 

9. 受講生による発表とディスカッション 

10. 受講生による発表とディスカッション 

11. 受講生による発表とディスカッション 

12. 受講生による発表とディスカッション 

13. 受講生による発表とディスカッション 

14. 受講生による発表とディスカッション 

 

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

課題論文を熟読し、演習中にあげる参考文献や参考資料にあたる。担当者は論文の要約、疑問点を整理したレジュメの作成を

行う。また、自分の問題関心を深めるために、各自トピックに関する自为的な学習を行うこと。 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

演習への取組み(100%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

1. 岡本亮輔 他、2019、『フィールドから読み解く観光文化学 ―「体験」を「研究」にする 16 章』、ミネルヴァ書房 

(ISBN:978-4-623-08585-9) 

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 〈实践〉人類学入門』、世界思想社 
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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 

4. 杉本敤、2018、『旧東欧世界の民族誌』、東北大学出版会 

5. 藤原 潤子、2010、『呪われたナターシャ―現代ロシアにおける呪術の民族誌』、人文書院 

6. 酒井朊子、2015、『紛争という日常: 北アイルランドにおける記憶と語りの民族誌』、人文書院 

7. 中谷文美、2015、『オランダ流ワーク・ライフ・バランス―「人生のラッシュアワー」を生き抜く人々の技法』、世界思想社 

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。 

 

From reading and discussing literature on the subject of “fieldwork” related to “other cultures” that are familiar but not easily 

noticeable, students will consider their own perception of society and their relationships to it. 

 

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

社会の中で意識されにくい「異文化」を理解していく。各回、「仕事」「人生」「親族」「戦争・紛争」「病」「魔術」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。 

 

In this seminar, students will understand “other cultures” within Japanese society that are hard to recognize, based on the results 

of reports from fieldwork by cultural anthropologists, and folklore researchers, as well as students‟ own research. In each session, 

students will deepen their own research by reading academic papers, as well as attending lectures on topics such as “the history 

of field work”, “power dynamics between researcher and subject”, “the world of the craftsman, “homelessness”, “old age”, 

“migration”, “disease” and “magic”. 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. イントロダクション：常在フィールド 

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为的な学習を行うこと。 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

演習への取組み(100%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

1. 岡本亮輔 他、2019、『フィールドから読み解く観光文化学 ―「体験」を「研究」にする 16 章』、ミネルヴァ書房 

(ISBN:978-4-623-08585-9) 

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 〈实践〉人類学入門』、世界思想社 
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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 

4. 杉本敤、2018、『旧東欧世界の民族誌』、東北大学出版会 

5. 藤原 潤子、2010、『呪われたナターシャ―現代ロシアにおける呪術の民族誌』、人文書院 

6. 酒井朊子、2015、『紛争という日常: 北アイルランドにおける記憶と語りの民族誌』、人文書院 

7. 中谷文美、2015、『オランダ流ワーク・ライフ・バランス―「人生のラッシュアワー」を生き抜く人々の技法』、世界思想社 

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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■HA701 

科目コード／科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

その他／卒業研究指導Ａ 

(Seminar on Graduation Research 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（ 
TRM4003 

言語 

＇Language（ 

その他 

(Others) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

卒業論文執筆を目標に専門的な知見を高めることを目指す。 

 

The aim is to increase specialist knowledge for graduation thesis writing. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

本研究では、实際の企業情報を多角的な観点から分析することに重点を置きつつ、各自の研究課題と研究計画に基づいて報告

を行い全員で討論を行う。卒業研究指導 A では、下記の１～14 の全体を念頭に置きながら、为としてテーマ設定の意義、明確化

に重点を置く。 

 

In this study, we will focus on analyzing actual corporate information from a multi-faceted perspective, make a report based on 

each research topic and research plan, and will discuss it with all of the participants. In Seminar on Graduation Research A, 

keeping items 1 to 14 below in mind, students will focus on the significance of setting and clarification of their research themes. 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. 大まかなテーマの設定 

2. テーマに関係する資料の収集 

3. 研究事例の吟味 

4. 予備調査＇予備研究（の实施 

5. 研究テーマ・意義の確定 

6. 先行研究の収集と再検討 

7. 研究仮説の構築、仮説構築に向けてポイントを確認 

8. 方法論の明確化 

9. データ収集方法について検討 

10. データの分析方法について検討 

11. 仮説の検証方法について検討 

12. 論文のドラフト執筆 

13. さまざまな討論 

14. 内容の深化と文章推敲 

 

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

経済学、経営学、会計学、統計学の基礎的な文献を読むこと。各回の指摘事項を踏まえ、文献の確認等を十分に行ったうえで次

回の授業に備えること。授業にあたってはレジュメ等を準備し学習効果が高まるようにつとめること 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

出席、報告内容など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 年、『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 年、『ベンチャー育成論入門』、大学教育出版 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 
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■HA702 

科目コード／科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

自動登録／卒業研究指導Ｂ 

(Seminar on Graduation Research 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（ 
TRM4003 

言語 

＇Language（ 

その他 

(Others) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

卒業論文執筆を目標に専門的な知見をいっそう高めることを目指す。 

 

The aim is to further increase specialist knowledge for graduation thesis writing. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

本授業では、实際の企業情報を多角的な観点から分析することに重点を置きつつ、各自の研究課題と研究計画に基づいて報告

を行い全員で討論を行う。卒業研究指導 B では、下記の１～14 の全体を念頭に置きながら、論文執筆に向けての具体的な検討

に重点を置く。 

 

In this class, we will focus on analyzing actual corporate information from a multi-faceted perspective, make a report based on 

each research topic and research plan, and will discuss with all of the participants. In Seminar on Graduation Research B, keeping 

items 1 to 14 below in mind, students will emphasize investigation into thesis writing itself. 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. 大まかなテーマの設定 

2. テーマに関係する資料の収集 

3. 研究事例の吟味 

4. 予備調査＇予備研究（の实施 

5. 研究テーマ・意義の確定 

6. 先行研究の収集と再検討 

7. 研究仮説の構築、仮説構築に向けてポイントを確認 

8. 方法論の明確化 

9. データ収集方法について検討 

10. データの分析方法について検討 

11. 仮説の検証方法について検討 

12. 論文のドラフト執筆 

13. さまざまな討論 

14. 内容の深化と文章推敲 

 

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

経済学、経営学、会計学、統計学の基礎的な文献を読むこと。各回の指摘事項を踏まえ、文献の確認等を十分に行ったうえで次

回の授業に備えること。授業にあたってはレジュメ等を準備し学習効果が高まるようにつとめること   

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

出席、報告内容など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 年、『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 年、『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 年、『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 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 
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■HA703 

科目コード／科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

その他／卒業研究指導Ａ 

(Seminar on Graduation Research A) 

テーマ／サブタイトル等 

＇Theme / Subtitle（ 
マーケティングの視点から観光・サービス・地域振興のあり方を考える 

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（ 
TRM4003 

言語 

＇Language（ 

その他 

(Others) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

この授業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。 

 

In this class, we will read and comprehend familiar cases for the hidden “selling mechanisms” and “buying triggers” while fostering 

a “marketing mind,” or in other words, a way of looking at and thinking about things from a marketing perspective. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

卒業研究指導では，これまで 2 年間の演習を通じて学んできたマーケティングの考え方や課題に取り組むことで得られた知見を

基に，観光やサービス，地域振興のあり方に関する各自の研究テーマに取り組みます。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，「卒業研究」として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。 

毎週の授業では、受講生が輪番に各自の研究経過を発表し，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，観光を支える“現場力”にふれるため，ビジネスや地域づくりの最前線で活躍されている方をお招きした講演会を開催したり，

企業や地域の現場を訪ねる機会をもうけたいと考えています。 

 

In Seminar on Graduation Research, students will tackle their own research themes, based on the marketing approach, concept 

and method learned in the past two years, as well as knowledge obtained by working on issues concerning tourism, services, and 

community revitalization. Students will utilize their experiences in the College of Tourism up to this point and use the knowledge 

and skills they have learned to complete a graduation research project. Students may choose a summing up of everything they’

ve learned before they go out into society, or they may do research that starts them on a new path moving towards the future. 

 

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（ 

この授業では，受講生が自ら問題意識を持って課題に取り組み，研究発表とディスカッションを行います。实りあるディスカッショ

ンとなるよう，発表の準備を入念に行うのはもちろんのこと，参加者全員に積極的な発言が求められます。 

普段から社会やビジネスの現实に関心を持ち，情報収集を心がけましょう。 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

授業における意欲，参加態度，発表内容など(100%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

なし 
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参考文献＇Readings（ 

 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 
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■HA704 

科目コード／科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

自動登録／卒業研究指導Ｂ 

(Seminar on Graduation Research B) 

テーマ／サブタイトル等 

＇Theme / Subtitle（ 
マーケティングの視点から観光・サービス・地域振興のあり方を考える 

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（ 
TRM4003 

言語 

＇Language（ 

その他 

(Others) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

この授業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。 

 

In this class, we will read and comprehend familiar cases for the hidden “selling mechanisms” and “buying triggers” while fostering 

a “marketing mind,” or in other words, a way of looking at and thinking about things from a marketing perspective. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

卒業研究指導では，これまで 2 年間の演習を通じて学んできたマーケティングの考え方や課題に取り組むことで得られた知見を

基に，観光やサービス，地域振興のあり方に関する各自の研究テーマに取り組みます。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，「卒業研究」として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。 

毎週の授業では、受講生が輪番に各自の研究経過を発表し，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，観光を支える“現場力”にふれるため，ビジネスや地域づくりの最前線で活躍されている方をお招きした講演会を開催したり，

企業や地域の現場を訪ねる機会をもうけたいと考えています。 

 

In Seminar on Graduation Research, students will tackle their own research themes, based on the marketing approach, concept 

and method learned in the past two years, as well as knowledge obtained by working on issues concerning tourism, services, and 

community revitalization. Students will utilize their experiences in the College of Tourism up to this point and use the knowledge 

and skills they have learned to complete a graduation research project. Students may choose a summing up of everything they’

ve learned before they go out into society, or they may do research that starts them on a new path moving towards the future. 

 

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（ 

この授業では，受講生が自ら問題意識を持って課題に取り組み，研究発表とディスカッションを行います。实りあるディスカッショ

ンとなるよう，発表の準備を入念に行うのはもちろんのこと，参加者全員に積極的な発言が求められます。 

普段から社会やビジネスの現实に関心を持ち，情報収集を心がけましょう。 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

授業における意欲，参加態度，発表内容など(100%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

なし 



 - 292 - 

 

参考文献＇Readings（ 

 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 
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■HA705 

科目コード／科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

その他／卒業研究指導Ａ 

(Seminar on Graduation Research 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（ 
TRM4003 

言語 

＇Language（ 

その他 

(Others) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

観光経営学を中心とした観光学の分野において、卒業研究を行う。 

 

Students will conduct graduation research project in the field of tourism science, with a focus on tourism management. 

 

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。 

 

With a focus on the fields of tourism business and hospitality business, students will organize and classify recent research trends. 

Using specific research papers as their themes, students will learn about setting a theoretical framework for research and concept 

definitions, as well as hypothetical settings and how to verify them. 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. 研究分野としての観光学 

2. 研究にとっての論文の意味 

3. アカデミズムとジャーナリズム 

4. 観光学と経営学 

5. 図書館とデータベース 

6. 先行研究の調査 1 

7. 先行研究の調査 2 

8. 先行研究の調査 3 

9. 研究のフレームワークと理論 1 

10. 研究のフレームワークと理論 2 

11. データの価値とサンプリング 

12. 1 次データと 2 次データ 

13. 先行研究の調査と選別の基準 

14. 仮説の設定 

 

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

授業時に必要に忚じて指示する。 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

最終成果物(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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■HA706 

科目コード／科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

自動登録／卒業研究指導Ｂ 

(Seminar on Graduation Research 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（ 
TRM4003 

言語 

＇Language（ 

その他 

(Others) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

観光経営学を中心とする観光学の分野において、卒業研究を行う。 

 

Students will conduct graduation research project in the field of tourism science, with a focus on tourism management. 

 

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。 

 

With a focus on the fields of tourism business and hospitality business, students will organize and classify recent research trends. 

Using specific research papers as their themes, students will learn about setting a theoretical framework for research and concept 

definitions, as well as hypothetical settings and how to verify them. 

 

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（ 

最終成果物(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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■HA707 

科目コード／科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

その他／卒業研究指導Ａ 

(Seminar on Graduation Research 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（ 
TRM4003 

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，卒業論文執筆のための課題

の設定や調査の方法等について学ぶ。 

 

Students will learn methods of research and establishing topics for graduation thesis writing related to evaluation, conservation 

and utilization of regional landscapes, scenery, sightseeing spots and such locations. 

 

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。 

 

Students will use the survey research methods they learned up to third year to investigate in line with their own research topic, 

and proceed with their research based on our discussion. Students will summarize these results in their graduation thesis. 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. ガイダンス 

2. 研究テーマの検討＇１（ 

3. 研究テーマの検討＇２（ 

4. 研究テーマの検討＇３（ 

5. 研究テーマの検討＇４（ 

6. 研究経過報告と議論＇１（ 

7. 研究経過報告と議論＇２（ 

8. 研究経過報告と議論＇３（ 

9. 研究経過報告と議論＇４（ 

10. 研究経過報告と議論＇５（ 

11. 研究経過報告と議論＇６（ 

12. 研究経過報告と議論＇７（ 

13. 研究経過報告と議論＇８（ 

14. まとめ 

 

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

発表のための十分な準備と議論への積極的参加・発言が求められる。 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

出席・参加状況、およびレポート等を総合的に評価(100%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

なし 

 

参考文献＇Readings（ 

必要に忚じて適宜紹介する。 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 
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■HA708 

科目コード／科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

自動登録／卒業研究指導Ｂ 

(Seminar on Graduation Research 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（ 
TRM4003 

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，独自の研究のための方法等

について学び实践し，卒業論文を執筆する。 

 

Students will learn methods for their independent research and write graduation thesis related to evaluation, conservation and 

utilization of regional landscapes, scenery, sightseeing spots and such locations. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

これ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調査を实施する。そ

の結果について分析・考察を進め，卒業論文としてまとめ発表するための作法・技術についても学ぶ。 

 

Students will use the survey research methods they learned up to now to investigate in line with their own research topic, and 

conduct their research based on our discussion. Continuing our investigation and analysis of the results, students will study 

methods and techniques for compiling and presenting their graduation thesis. 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. 中間報告会＇１（ 

2. 中間報告会＇２（ 

3. 中間報告会＇３（ 

4. 研究経過報告と議論＇１（ 

5. 研究経過報告と議論＇２（ 

6. 研究経過報告と議論＇３（ 

7. 研究経過報告と議論＇４（ 

8. 研究経過報告と議論＇５（ 

9. 研究経過報告と議論＇６（ 

10. 研究経過報告と議論＇７（ 

11. 研究経過報告と議論＇８（ 

12. 最終発表会＇１（ 

13. 最終発表会＇２（ 

14. 最終発表会＇３（ 

 

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

発表のための十分な準備と議論への積極的参加・発言が求められる。 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

出席・参加状況、およびレポート等を総合的に評価(100%) 

出席・参加状況、およびレポート等を総合的に評価＇100%（ 

 

テキスト＇Textbooks（ 

なし 

 

参考文献＇Readings（ 

必要に忚じて適宜紹介する。 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 
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■HA709 

科目コード／科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

その他／卒業研究指導Ａ 

(Seminar on Graduation Research 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（ 
TRM4003 

言語 

＇Language（ 

その他 

(Others) 

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，都市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。  

 

 With advice provided from a variety of perspectives for the completion of your graduation thesis, students will deepen their 

expertise in urban tourism research while aiding smooth graduation thesis writing.  

 

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。  

 

 While learning the specialized knowledge and techniques required for graduation thesis writing, appropriate instruction will be 

provided to support the progression to completion. Specifically, establishing research topics and designing surveys, methods of 

survey analysis, as well as acquiring presentation skills to communicate the contents effectively.  

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. オリエンテーション  

2. 研究テーマの設定１ 

3. 研究テーマの設定２ 

4. 研究テーマの設定３ 

5. 文献研究１ 

6. 文献研究２ 

7. 文献研究３ 

8. 調査計画の設定１ 

9. 調査計画の設定２ 

10. 調査計画の設定３ 

11. 予備調査の实施１  

12. 予備調査の实施２ 

13. 調査計画の再検討１  

14. 調査計画の再検討２ 

 

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（ 

授業への出席と取り組み(70%)/レポート(30%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

なし 

 

参考文献＇Readings（ 

 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 
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■HA710 

科目コード／科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

自動登録／卒業研究指導Ｂ 

(Seminar on Graduation Research B) 

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（ 
TRM4003 

言語 

＇Language（ 

その他 

(Others) 

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实践

的な研究に活用することである。  

 

Students will choose a theme based on their interests with regard to urban tourism and the structure of tourist sites, and through 

fieldwork, students will use the knowledge they have already studied for practical research.  

 

授業の内容＇Course Contents（ 

定期的な発表を通じて指導する。研究の進め方、論文の作成に関しては、それぞれの進み具合に忚じて個別に指導を行う。論文

作成においての文献の講読、パソコン・ソフトの運用を学習する。文章のみならず、空間的に物事を考え、地図で表現する能力を

育成・強化する。  

 

Guidance will be provided through these regular presentations. Individual instruction will be given regarding how to proceed with 

research and academic paper writing, depending on their progress. Students will learn how to read the literature for paper writing, 

and how to make use of computers and software. Students will develop and strengthen their ability not only to write, but also to 

think about things spatially and express them in maps.  

 

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. 研究報告 1 

8. 研究報告 2 

9. 研究報告 3 

10. 研究報告 4 

11. 卒業研究作成・ゼミ履修選考面接  

12. 報告準備 

13. プレゼンテーション準備 1 

14. 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（ 

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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■HA711 

科目コード／科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

その他／卒業研究指導Ａ 

(Seminar on Graduation Research 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（ 
TRM4003 

言語 

＇Language（ 

その他 

(Others) 

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。 

 

 Student will set a theme for individual research based on Human Behavior in Tourism and psychology, learn how to 

systematically collect, organize and analyze related data. 

 

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。必要に忚じて個別指導を行う。 

 

 A graduation thesis is required for this seminar as .“the totality of student life”. Making full use of the knowledge and research 

methods learned in seminars and lectures up to Year 3, students will tackle individual research, establishing research themes in 

line with awareness of each issue. In addition to requiring regular presentations in class, students collect and analyze survey data 

obtained individually outside class hours. Individualized guidance will be provided as necessary. 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. 研究テーマの設定 

2. 研究テーマの設定 

3. 研究テーマの設定 

4. 先行研究の整理 

5. 先行研究の整理 

6. 先行研究の整理 

7. 調査計画の設定 

8. 調査計画の設定 

9. 調査計画の設定 

10. 予備調査の实施 

11. 予備調査の实施 

12. 予備調査の实施 

13. 調査計画の再検討 

14. 調査計画の再検討 

 

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

指導内容を参考に，各自のテーマに沿って参考文献を研究し,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（ 

研究テーマに忚じて個別に紹介する。 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 
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■HA712 

科目コード／科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

自動登録／卒業研究指導Ｂ 

(Seminar on Graduation Research 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（ 
TRM4003 

言語 

＇Language（ 

その他 

(Others) 

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。 

 

 Student will set a theme for individual research based on Human Behavior in Tourism and psychology, acquiring methods of 

organizing related data, systematically collecting and analyzing, and how to express clearly. 

 

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。4 年次春学期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卒業論文の作成に取り組む。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,データを分析する。必要に忚じて個別指導を行う。 

 

 A graduation thesis is required for this seminar as .“the totality of student life”. Making full use of the knowledge and research 

methods learned in seminars and lectures up to the spring semester of Year 4, students will the process of writing a graduation 

paper, establishing research themes in line with awareness of each issue. In addition to requiring regular presentations in class, 

students collect and analyze survey data obtained individually outside class hours. Individualized guidance will be provided as 

necessary. 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. 研究経過の報告 

2. 本調査の实施 

3. 本調査の实施 

4. 本調査の实施 

5. 調査データの分析 

6. 調査データの分析 

7. 調査データの分析 

8. 論文執筆の方法 

9. 論文執筆の方法 

10. 論文執筆の方法 

11. 論文執筆の方法 

12. プレゼンテーションの方法 

13. プレゼンテーションの方法 

14. 総括 

 

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

指導内容を参考に，各自のテーマに沿って準備を進めること。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。疑問点は必要に忚じ

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（ 

研究テーマに忚じて個別に紹介する。 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 
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注意事項＇Notice（ 
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■HA713 

科目コード／科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

その他／卒業研究指導Ａ 

(Seminar on Graduation Research A) 

テーマ／サブタイトル等 

＇Theme / Subtitle（ 
地域調査の分析と考察 

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（ 
TRM4003 

言語 

＇Language（ 

その他 

(Others) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

本卒業研究指導では、これまで行ってきた地域調査を総括し、課題を抽出したうえで、分析と考察を行う。 

 

In Seminar on Graduation Research, field surveys that we have conducted so far will be analyzed and considered, in relation to 

issues identified. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

地域調査結果の分析と考察を通して、個人研究テーマを設定し、卒業論文作成の準備段階とする。 

 

Survey results will be analyzed and investigated, as students enter the preparation stage of individual research theme setting and 

graduation thesis composition. 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. オリエンテーション 

2. 地域調査研究１ 

3. 地域調査研究２ 

4. 地域調査研究３ 

5. 地域調査研究４ 

6. 地域調査研究５ 

7. 地域調査研究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（ 

報告用レジュメや資料を事前に作成しておくこと。 

 

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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■HA714 

科目コード／科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

自動登録／卒業研究指導Ｂ 

(Seminar on Graduation Research B) 

テーマ／サブタイトル等 

＇Theme / Subtitle（ 
卒業論文の作成 

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（ 
TRM4003 

言語 

＇Language（ 

その他 

(Others) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

これまで行ってきた調査内容を取り纏め、その内容を精査し、課題を抽出する。また、各自の個人研究テーマに従って、その内容

を発表し、卒業論文として取り纏める。 

 

Students will summarize the content of the surveys they have done up to now, examine the contents closely, and extract the 

issues. In addition, each student will present their individual research theme, and compile in a graduation thesis. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

各自の研究テーマに従って、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のテーマに関し

て中間報告を行う。報告内容を最終的に卒業論文として取り纏める。 

 

Students will read papers and articles related to their research themes, and summarize the main point. At the same time, students 

will make period presentations on their individual research themes. Report contents will ultimately be compiled as the graduation 

thesis. 

 

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. 卒業論文の作成と報告１ 

8. 卒業論文の作成と報告２ 

9. 卒業論文の作成と報告３ 

10. 卒業論文の作成と報告４ 

11. 卒業論文の作成と報告５ 

12. 卒業論文の作成と報告６ 

13. 卒業論文の作成と報告７ 

14. まとめ 

 

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

各自の研究テーマに従って報告レジュメなどを事前に準備しておくこと。 

 

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（ 

必要に忚じてプリントを配布する。 

 

参考文献＇Readings（ 

授業中に適宜紹介する。 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 
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■HA715 

科目コード／科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

その他／卒業研究指導Ａ 

(Seminar on Graduation Research A) 

テーマ／サブタイトル等 

＇Theme / Subtitle（ 
卒業論文作成に向けて研究する 

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（ 
TRM4003 

言語 

＇Language（ 

その他 

(Others) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

卒業論文作成に向けて研究を行う 

 

Students will conduct research for production of graduation thesis. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

卒業論文のテーマ作成、調査方法、執筆について指導する 

 

Guidance will be provided on devising a graduation thesis theme, survey methods, and writing. 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. 卒業論文について ＆ 研究倫理について 

2. 文献検索について 

3. テーマの選定について 

4. 研究背景について 1 

5. 研究背景について 2 

6. 先行研究のレビュー1 

7. 先行研究のレビュー2 

8. 調査方法 1 

9. 調査方法 2 

10. 卒論テーマの発表 

11. 調査計画 1 ＆ 個別指導 

12. 調査計画 2 ＆ 個別指導 

13. 調査計画 3 ＆ 個別指導 

14. まとめ 

 

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

平日は毎日 1 時間の卒業研究を行うように時間管理をすること 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

卒業研究の構想発表(40%)/毎回の進捗確認(40%)/期末発表(20%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

特に指定なし 

 

参考文献＇Readings（ 

国語辞典を使用すること 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

各自の研究に関連する資料をすべて収集する 

 

注意事項＇Notice（ 
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■HA716 

科目コード／科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

自動登録／卒業研究指導Ｂ 

(Seminar on Graduation Research B) 

テーマ／サブタイトル等 

＇Theme / Subtitle（ 
卒業論文を完成する 

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（ 
TRM4003 

言語 

＇Language（ 

その他 

(Others) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

卒業論文を完成する 

 

Students will complete graduation thesis. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

卒業論文の執筆を中心に指導する 

 

Guidance will be provided on graduation thesis writing. 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. 卒業研究の進行状況を確認する 

2. データ収集と分析の指導 1 

3. データ収集と分析の指導 2 

4. 卒業論文の体裁を確認 

5. 卒業論文の執筆に関して個別指導 

6. Blackboard で剽窃の確認１ 

7. 研究背景と先行研究の作成を指導 

8. 研究方法と結果の作成を指導 

9. 卒業論文のドラフト版提出と指導 

10. Blackboard で剽窃の確認 2 

11. 卒業論文最終確認 

12. 卒業発表資料作成ーレジュメ 

13. 卒業発表資料作成ースライド 

14. 卒業発表の準備 

 

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

毎日 1 時間は必ず卒業論文の執筆に設定すること 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

進行状況の発表(50%)/ディスカッションへの参加(50%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

なし 

 

参考文献＇Readings（ 

 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 
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■HA717 

科目コード／科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

その他／卒業研究指導Ａ 

(Seminar on Graduation Research 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（ 
TRM4003 

言語 

＇Language（ 

その他 

(Others) 

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。  

 

 With advice provided from a variety of perspectives for the completion of your graduation thesis, students will deepen their 

expertise in tourism research while aiding smooth graduation thesis writing.  

 

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。  

 

 While learning the specialized knowledge and techniques required for graduation thesis writing, appropriate instruction will be 

provided to support the progression to completion. Specifically, establishing research topics and designing surveys, methods of 

survey analysis, as well as acquiring presentation skills to communicate the contents effectively.  

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. オリエンテーション  

2. 研究テーマの設定１ 

3. 研究テーマの設定２ 

4. 研究テーマの設定３ 

5. 文献研究１  

6. 文献研究２  

7. 文献研究３  

8. 調査計画の設定１  

9. 調査計画の設定２  

10. 調査計画の設定３  

11. 予備調査の实施１  

12. 予備調査の实施２  

13. 本調査向けての調査項目の再検討 

14. まとめ 

 

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（ 

各自の卒業研究への取り組みと発表(100%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

とくに使用しない。 

 

参考文献＇Readings（ 

各自のテーマに忚じて個別に紹介する。 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

  

 

注意事項＇Notice（ 
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■HA718 

科目コード／科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

自動登録／卒業研究指導Ｂ 

(Seminar on Graduation Research 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（ 
TRM4003 

言語 

＇Language（ 

その他 

(Others) 

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。  

 

 With advice provided from a variety of perspectives for the completion of your graduation thesis, students will deepen their 

expertise in tourism research while aiding smooth graduation thesis writing.  

 

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。  

 

 While learning the specialized knowledge and techniques required for graduation thesis writing, appropriate instruction will be 

provided to support the progression to completion. Specifically, establishing research topics and designing surveys, methods of 

survey analysis, as well as acquiring presentation skills to communicate the contents effectively.  

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. 本調査の实施１  

2. 本調査の实施２  

3. 本調査の实施３  

4. 調査結果の分析と考察１  

5. 調査結果の分析と考察２  

6. 調査結果の分析と考察３  

7. 論文執筆と構成・内容等の指導１  

8. 論文執筆と構成・内容等の指導２  

9. 論文執筆と構成・内容等の指導３  

10. 論文執筆と構成・内容等の指導４  

11. 報告準備１  

12. 報告準備２  

13. プレゼンテーション準備１  

14. プレゼンテーション準備２  

 

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

指導内容を参考に，各自のテーマに沿って準備を進めること。  

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

提出された卒業論文の本体ならびに卒業論文報告会における報告ならびに質疑忚答を対象に行う。(100%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

とくに使用しない。 

 

参考文献＇Readings（ 

各自のテーマに忚じて個別に紹介する。 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 
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■HA719 

科目コード／科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

その他／卒業研究指導Ａ 

(Seminar on Graduation Research A) 

担当者名 

＇Instructor（ 
羽生 冬佳(HANYU FUYUKA) 

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（ 
TRM4003 

言語 

＇Language（ 

その他 

(Others) 

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。 

 

Students will learn the methods of writing academic papers, while acquiring research and survey methodologies, so that they can 

identify issues in creating sustainable tourist areas, and propose solutions. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

３年次までの成果を踏まえて，持続的な観光地域づくりに結びつくための課題発見，解決策提案のための調査・研究を個々に設

定，实施する。 

原則として，１ヶ月に１回程度は途中経過を報告し，意見交換ならびに研究指導を行う。調査・研究の成果は「卒業論文」として取

りまとめる。 

 

Based on work up to Year 3, students will choose and conduct individual research and surveys in order to identify issues in 

creating sustainable tourism areas, and proposing solutions. 

In principle, about once a month, students will report progress, exchange opinions, while instructors will provide guidance on 

research. The results of surveys and research will be compiled as the “graduation thesis”. 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. ガイダンス 

2. 論文作成に向けた個別指導１ 

3. 論文作成に向けた個別指導２ 

4. 論文作成に向けた個別指導３ 

5. 論文作成に向けた個別指導４ 

6. 論文作成に向けた個別指導５ 

7. 中間報告会１ 

8. 論文作成に向けた個別指導６ 

9. 論文作成に向けた個別指導７ 

10. 論文作成に向けた個別指導８ 

11. 論文作成に向けた個別指導９ 

12. 論文作成に向けた個別指導 10 

13. 中間報告会２ 

14. まとめ 

 

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

自らの発表の際には事前に入念な準備を行うとともに，授業中に指摘されたこと，議論した内容は必ず次の発表までに反映する

こと。また他の学生が指摘されていることも自らに当てはめて考えることによって，毎授業同じような指摘が繰り返されないように

注意すること。 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

ゼミ中の発表、討論への参加状況を総合的に評価(100%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

なし 

 

参考文献＇Readings（ 

各自のテーマに忚じて適宜紹介する。 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 
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注意事項＇Notice（ 
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■HA720 

科目コード／科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

自動登録／卒業研究指導Ｂ 

(Seminar on Graduation Research B) 

担当者名 

＇Instructor（ 
羽生 冬佳(HANYU FUYUKA) 

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（ 
TRM4003 

言語 

＇Language（ 

その他 

(Others) 

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。 

 

Students will learn the methods of writing academic papers, while acquiring research and survey methodologies, so that they can 

identify issues in creating sustainable tourist areas, and propose solutions. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

３年次までの成果を踏まえて，持続的な観光地域づくりに結びつくための課題発見，解決策提案のための調査・研究を個々に設

定，实施する。 

原則として，１ヶ月に１回程度は途中経過を報告し，意見交換ならびに研究指導を行う。調査・研究の成果は「卒業論文」として取

りまとめる。 

 

Based on work up to Year 3, students will choose and conduct individual research and surveys in order to identify issues in 

creating sustainable tourism areas, and proposing solutions. 

In principle, about once a month, students will report progress, exchange opinions, while instructors will provide guidance on 

research. The results of surveys and research will be compiled as the “graduation thesis”. 

 

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１ 

12. 最終発表に向けた個別指導２ 

13. 最終発表会 

14. まとめ 

 

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

自らの発表の際には事前に入念な準備を行うとともに，授業中に指摘されたこと，議論した内容は必ず次の発表までに反映する

こと。また他の学生が指摘されていることも自らに当てはめて考えることによって，毎授業同じような指摘が繰り返されないように

注意すること。 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

ゼミ中の発表、討論への参加状況を総合的に評価(100%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

なし 

 

参考文献＇Readings（ 

各自のテーマに忚じて適宜紹介する。 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 
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注意事項＇Notice（ 
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■HA721 

科目コード／科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

その他／卒業研究指導Ａ 

(Seminar on Graduation Research A) 

テーマ／サブタイトル等 

＇Theme / Subtitle（ 
卒業論文の執筆に向けて 

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（ 
TRM4003 

言語 

＇Language（ 

その他 

(Others) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

本授業では、大学での学びの集大成として卒業論文の執筆に向けた指導を行う。 

 

This class provides instruction on graduation thesis writing, as a completion of their university study. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

卒業論文執筆に向けて、興味あるキーワード、テーマの絞り込み、先行研究の収集と読み込み、先行研究を踏まえた自己の研

究における問題意識を、個々の発表と全員によるディスカッションを通じてブラッシュアップしていく。また、現地調査を行う場合は、

調査計画の作成、参与観察、インタビュー手法に関して指導を行う。 

 

As preparation for writing the graduation thesis, students will brush-up their awareness of issues covered by their individual 

research by searching keywords, narrowing down themes, reading the relevant previous research, and making a presentation to 

the class for discussion. In addition, when conducting on-site surveys, students will receive instruction on the preparation of their 

survey, participant observation, and interview methods. 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. イントロダクション：卒業論文とは 

2. キーワード、テーマの絞り込み① 

3. キーワード、テーマの絞り込み② 

4. 先行研究の収集と読み込み① 

5. 先行研究の収集と読み込み② 

6. 先行研究の収集と読み込み③ 

7. リサーチクエスチョン① 

8. リサーチクエスチョン② 

9. リサーチクエスチョン③ 

10. 執筆計画① 

11. 執筆計画② 

12. 調査計画① 

13. 調査計画② 

14. 調査計画③ 

 

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

卒業論文の執筆のためには、膨大な資料の読み込み、調査＇文献調査・現地調査（計画が必要になる。各自で調査と執筆に十

分な時間をかけられるように準備すること。 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

論文執筆に向けた発表と議論への参加で評価を行う(100%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

なし 

 

参考文献＇Readings（ 

1. 沼崎一郎、2018、『はじめての研究レポート作成術』、岩波書店 

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 

3. 谷 富夫 , 芦田 徹郎、2009、『よくわかる質的社会調査 技法編』、ミネルヴァ書房 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 
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注意事項＇Notice（ 
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■HA722 

科目コード／科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

自動登録／卒業研究指導Ｂ 

(Seminar on Graduation Research B) 

テーマ／サブタイトル等 

＇Theme / Subtitle（ 
卒業論文の執筆、最終発表に向けて 

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（ 
TRM4003 

言語 

＇Language（ 

その他 

(Others) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

本授業では、大学での学びの集大成として卒業論文を執筆する。また、最終発表に向けて、要旨作成とプレゼンテーション技術

をブラッシュアップする。 

 

In this class, students will write graduation thesis as a completion of their university study. Furthermore, students will develop 

their project abstract and presentation skills for the final presentation. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

春学期から夏にかけて行った調査＇文献調査、現地調査（結果の分析・考察を行い、章構成を決める。また各章を順次発表し、そ

れに対するディスカッションを行いながら、卒業論文を完成させる。論文提出後は、要旨作成、最終発表等に関して授業時間内に

指導する。 

 

Students will decide the chapter structure of their thesis by analyzing the results of existing research, including literature reviews 

and field research, that they collected from the spring semester to the summer. In addition, each chapter will be presented in order, 

with discussion to follow, until the completion of the graduation thesis. After submission of the thesis, students will be instructed 

during class time on writing an abstract and making the final presentation. 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. 調査結果の発表① 

2. 調査結果の発表② 

3. 調査結果の分析・考察① 

4. 調査結果の分析・考察② 

5. 調査結果の分析・考察③ 

6. 章構成① 

7. 章構成② 

8. 章ごとの発表① 

9. 章ごとの発表② 

10. 章ごとの発表③ 

11. 提出原稿に対するコメントとディスカッション 

12. 要旨作成と最終発表に向けた準備 

13. 要旨作成と最終発表に向けた準備 

14. 最終発表リハーサル 

 

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

卒業論文の執筆のためには、膨大な資料の読み込み、調査＇文献調査・現地調査（計画、執筆時間が必要になる。各自で調査と

執筆に十分な時間をかけられるように準備すること。 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

論文内容と最終発表で評価を行う(100%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

なし 

 

参考文献＇Readings（ 

1. 沼崎一郎、2018、『はじめての研究レポート作成術』、岩波書店 

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 

3. 谷 富夫 , 芦田 徹郎、2009、『よくわかる質的社会調査 技法編』、ミネルヴァ書房 
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その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 

 

 

  



 - 316 - 

■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（ 
千住 一(SENJU HAJIME) 

学期 

＇Semester（ 
通年他(Full year 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（ 
2015 年度以前 1 年次入学者対象 

 

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。 

 

 With advice provided from a variety of perspectives for the completion of your graduation thesis, students will deepen their 

expertise in tourism research while aiding smooth graduation thesis writing.  

 

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。 

 

 While learning the specialized knowledge and techniques required for graduation thesis writing, appropriate instruction will be 

provided to support the progression to completion. Specifically, establishing research topics and designing surveys, methods of 

survey analysis, as well as acquiring presentation skills to communicate the contents effectively.  

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. オリエンテーション 

2. 研究テーマの設定１ 

3. 研究テーマの設定２ 

4. 研究テーマの設定３ 

5. 文献研究１ 

6. 文献研究２ 

7. 文献研究３ 

8. 調査計画の設定１ 

9. 調査計画の設定２ 

10. 調査計画の設定３ 

11. 予備調査の实施１ 

12. 予備調査の实施２ 

13. 調査計画の再検討１ 

14. 調査計画の再検討２ 

15. 本調査の实施１ 

16. 本調査の实施２ 

17. 本調査の实施３ 

18. 調査結果の分析と考察１ 

19. 調査結果の分析と考察２ 

20. 調査結果の分析と考察３ 

21. 論文執筆と構成・内容等の指導１ 

22. 論文執筆と構成・内容等の指導２ 

23. 論文執筆と構成・内容等の指導３ 

24. 論文執筆と構成・内容等の指導４ 

25. 報告準備１ 

26. 報告準備２ 

27. プレゼンテーション準備１ 

28. プレゼンテーション準備２ 

 

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

指導内容を参考に，各自のテーマに沿って準備を進めること。 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 
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提出された卒業論文の本体ならびに卒業論文報告会における報告ならびに質疑忚答を対象に行う。(100%) 

卒業論文を履修し指導をうけたことのみ，あるいは卒業論文本体の提出のみでは成績評価の対象とならないので注意すること。 

 

テキスト＇Textbooks（ 

とくに使用しない。 

 

参考文献＇Readings（ 

各自のテーマに忚じて個別に紹介する。 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 

「履修登録については観光学部掲示板を参照すること。卒業論文の提出、卒業論文報告会については、履修要項「履修規定＇履

修についての注意事項（」＜卒業論文＞の項を参照すること。」 
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■HA733 

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（ 
東 徹(AZUMA TORU) 

学期 

＇Semester（ 
通年他(Full year 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（ 
2015 年度以前 1 年次入学者対象 

 

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。 

 

 With advice provided from a variety of perspectives for the completion of your graduation thesis, students will deepen their 

expertise in tourism research while aiding smooth graduation thesis writing.  

 

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。 

 

 While learning the specialized knowledge and techniques required for graduation thesis writing, appropriate instruction will be 

provided to support the progression to completion. Specifically, establishing research topics and designing surveys, methods of 

survey analysis, as well as acquiring presentation skills to communicate the contents effectively.  

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. オリエンテーション 

2. 研究テーマの設定１ 

3. 研究テーマの設定２ 

4. 研究テーマの設定３ 

5. 文献研究１ 

6. 文献研究２ 

7. 文献研究３ 

8. 調査計画の設定１ 

9. 調査計画の設定２ 

10. 調査計画の設定３ 

11. 予備調査の实施１ 

12. 予備調査の实施２ 

13. 調査計画の再検討１ 

14. 調査計画の再検討２ 

15. 本調査の实施１ 

16. 本調査の实施２ 

17. 本調査の实施３ 

18. 調査結果の分析と考察１ 

19. 調査結果の分析と考察２ 

20. 調査結果の分析と考察３ 

21. 論文執筆と構成・内容等の指導１ 

22. 論文執筆と構成・内容等の指導２ 

23. 論文執筆と構成・内容等の指導３ 

24. 論文執筆と構成・内容等の指導４ 

25. 報告準備１ 

26. 報告準備２ 

27. プレゼンテーション準備１ 

28. プレゼンテーション準備２ 

 

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

指導内容を参考に，各自のテーマに沿って準備を進めること。 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 
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提出された卒業論文の本体ならびに卒業論文報告会における報告ならびに質疑忚答を対象に行う。(100%) 

卒業論文を履修し指導をうけたことのみ，あるいは卒業論文本体の提出のみでは成績評価の対象とならないので注意すること。 

 

テキスト＇Textbooks（ 

とくに使用しない。 

 

参考文献＇Readings（ 

各自のテーマに忚じて個別に紹介する。 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 

「履修登録については観光学部掲示板を参照すること。卒業論文の提出、卒業論文報告会については、履修要項「履修規定＇履

修についての注意事項（」＜卒業論文＞の項を参照すること。」 
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■HA734 

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（ 
庄司 貴行(SHOJI TAKAYUKI) 

学期 

＇Semester（ 
通年他(Full year 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（ 
2015 年度以前 1 年次入学者対象 

 

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。 

 

 With advice provided from a variety of perspectives for the completion of your graduation thesis, students will deepen their 

expertise in tourism research while aiding smooth graduation thesis writing.  

 

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。 

 

 While learning the specialized knowledge and techniques required for graduation thesis writing, appropriate instruction will be 

provided to support the progression to completion. Specifically, establishing research topics and designing surveys, methods of 

survey analysis, as well as acquiring presentation skills to communicate the contents effectively.  

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. オリエンテーション 

2. 研究テーマの設定１ 

3. 研究テーマの設定２ 

4. 研究テーマの設定３ 

5. 文献研究１ 

6. 文献研究２ 

7. 文献研究３ 

8. 調査計画の設定１ 

9. 調査計画の設定２ 

10. 調査計画の設定３ 

11. 予備調査の实施１ 

12. 予備調査の实施２ 

13. 調査計画の再検討１ 

14. 調査計画の再検討２ 

15. 本調査の实施１ 

16. 本調査の实施２ 

17. 本調査の实施３ 

18. 調査結果の分析と考察１ 

19. 調査結果の分析と考察２ 

20. 調査結果の分析と考察３ 

21. 論文執筆と構成・内容等の指導１ 

22. 論文執筆と構成・内容等の指導２ 

23. 論文執筆と構成・内容等の指導３ 

24. 論文執筆と構成・内容等の指導４ 

25. 報告準備１ 

26. 報告準備２ 

27. プレゼンテーション準備１ 

28. プレゼンテーション準備２ 

 

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

指導内容を参考に，各自のテーマに沿って準備を進めること。 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 
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提出された卒業論文の本体ならびに卒業論文報告会における報告ならびに質疑忚答を対象に行う。(100%) 

卒業論文を履修し指導をうけたことのみ，あるいは卒業論文本体の提出のみでは成績評価の対象とならないので注意すること。 

 

テキスト＇Textbooks（ 

とくに使用しない。 

 

参考文献＇Readings（ 

各自のテーマに忚じて個別に紹介する。 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 

「履修登録については観光学部掲示板を参照すること。卒業論文の提出、卒業論文報告会については、履修要項「履修規定＇履

修についての注意事項（」＜卒業論文＞の項を参照すること。」 

 

  



 - 322 - 

■HA735 

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（ 
野田 健太郎(NODA KENTARO) 

学期 

＇Semester（ 
通年他(Full year 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（ 
2015 年度以前 1 年次入学者対象 

 

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。 

 

 With advice provided from a variety of perspectives for the completion of your graduation thesis, students will deepen their 

expertise in tourism research while aiding smooth graduation thesis writing.  

 

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。 

 

 While learning the specialized knowledge and techniques required for graduation thesis writing, appropriate instruction will be 

provided to support the progression to completion. Specifically, establishing research topics and designing surveys, methods of 

survey analysis, as well as acquiring presentation skills to communicate the contents effectively.  

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. オリエンテーション 

2. 研究テーマの設定１ 

3. 研究テーマの設定２ 

4. 研究テーマの設定３ 

5. 文献研究１ 

6. 文献研究２ 

7. 文献研究３ 

8. 調査計画の設定１ 

9. 調査計画の設定２ 

10. 調査計画の設定３ 

11. 予備調査の实施１ 

12. 予備調査の实施２ 

13. 調査計画の再検討１ 

14. 調査計画の再検討２ 

15. 本調査の实施１ 

16. 本調査の实施２ 

17. 本調査の实施３ 

18. 調査結果の分析と考察１ 

19. 調査結果の分析と考察２ 

20. 調査結果の分析と考察３ 

21. 論文執筆と構成・内容等の指導１ 

22. 論文執筆と構成・内容等の指導２ 

23. 論文執筆と構成・内容等の指導３ 

24. 論文執筆と構成・内容等の指導４ 

25. 報告準備１ 

26. 報告準備２ 

27. プレゼンテーション準備１ 

28. プレゼンテーション準備２ 

 

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

指導内容を参考に，各自のテーマに沿って準備を進めること。 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 



 - 323 - 

提出された卒業論文の本体ならびに卒業論文報告会における報告ならびに質疑忚答を対象に行う。(100%) 

卒業論文を履修し指導をうけたことのみ，あるいは卒業論文本体の提出のみでは成績評価の対象とならないので注意すること。 

 

テキスト＇Textbooks（ 

とくに使用しない。 

 

参考文献＇Readings（ 

各自のテーマに忚じて個別に紹介する。 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 

「履修登録については観光学部掲示板を参照すること。卒業論文の提出、卒業論文報告会については、履修要項「履修規定＇履

修についての注意事項（」＜卒業論文＞の項を参照すること。」 

 

  



 - 324 - 

■HA736 

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（ 
杜 国慶(DU GUOQING) 

学期 

＇Semester（ 
通年他(Full year 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（ 
2015 年度以前 1 年次入学者対象 

 

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。 

 

 With advice provided from a variety of perspectives for the completion of your graduation thesis, students will deepen their 

expertise in tourism research while aiding smooth graduation thesis writing.  

 

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。 

 

 While learning the specialized knowledge and techniques required for graduation thesis writing, appropriate instruction will be 

provided to support the progression to completion. Specifically, establishing research topics and designing surveys, methods of 

survey analysis, as well as acquiring presentation skills to communicate the contents effectively.  

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. オリエンテーション 

2. 研究テーマの設定１ 

3. 研究テーマの設定２ 

4. 研究テーマの設定３ 

5. 文献研究１ 

6. 文献研究２ 

7. 文献研究３ 

8. 調査計画の設定１ 

9. 調査計画の設定２ 

10. 調査計画の設定３ 

11. 予備調査の实施１ 

12. 予備調査の实施２ 

13. 調査計画の再検討１ 

14. 調査計画の再検討２ 

15. 本調査の实施１ 

16. 本調査の实施２ 

17. 本調査の实施３ 

18. 調査結果の分析と考察１ 

19. 調査結果の分析と考察２ 

20. 調査結果の分析と考察３ 

21. 論文執筆と構成・内容等の指導１ 

22. 論文執筆と構成・内容等の指導２ 

23. 論文執筆と構成・内容等の指導３ 

24. 論文執筆と構成・内容等の指導４ 

25. 報告準備１ 

26. 報告準備２ 

27. プレゼンテーション準備１ 

28. プレゼンテーション準備２ 

 

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

指導内容を参考に，各自のテーマに沿って準備を進めること。 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 



 - 325 - 

提出された卒業論文の本体ならびに卒業論文報告会における報告ならびに質疑忚答を対象に行う。(100%) 

卒業論文を履修し指導をうけたことのみ，あるいは卒業論文本体の提出のみでは成績評価の対象とならないので注意すること。 

 

テキスト＇Textbooks（ 

とくに使用しない。 

 

参考文献＇Readings（ 

各自のテーマに忚じて個別に紹介する。 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 

「履修登録については観光学部掲示板を参照すること。卒業論文の提出、卒業論文報告会については、履修要項「履修規定＇履

修についての注意事項（」＜卒業論文＞の項を参照すること。」 

 

  



 - 326 - 

■HA737 

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（ 
橋本 俊哉(HASHIMOTO TOSHIYA) 

学期 

＇Semester（ 
通年他(Full year 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（ 
2015 年度以前 1 年次入学者対象 

 

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。 

 

 With advice provided from a variety of perspectives for the completion of your graduation thesis, students will deepen their 

expertise in tourism research while aiding smooth graduation thesis writing.  

 

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。 

 

 While learning the specialized knowledge and techniques required for graduation thesis writing, appropriate instruction will be 

provided to support the progression to completion. Specifically, establishing research topics and designing surveys, methods of 

survey analysis, as well as acquiring presentation skills to communicate the contents effectively.  

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. オリエンテーション 

2. 研究テーマの設定１ 

3. 研究テーマの設定２ 

4. 研究テーマの設定３ 

5. 文献研究１ 

6. 文献研究２ 

7. 文献研究３ 

8. 調査計画の設定１ 

9. 調査計画の設定２ 

10. 調査計画の設定３ 

11. 予備調査の实施１ 

12. 予備調査の实施２ 

13. 調査計画の再検討１ 

14. 調査計画の再検討２ 

15. 本調査の实施１ 

16. 本調査の实施２ 

17. 本調査の实施３ 

18. 調査結果の分析と考察１ 

19. 調査結果の分析と考察２ 

20. 調査結果の分析と考察３ 

21. 論文執筆と構成・内容等の指導１ 

22. 論文執筆と構成・内容等の指導２ 

23. 論文執筆と構成・内容等の指導３ 

24. 論文執筆と構成・内容等の指導４ 

25. 報告準備１ 

26. 報告準備２ 

27. プレゼンテーション準備１ 

28. プレゼンテーション準備２ 

 

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

指導内容を参考に，各自のテーマに沿って準備を進めること。 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 



 - 327 - 

提出された卒業論文の本体ならびに卒業論文報告会における報告ならびに質疑忚答を対象に行う。(100%) 

卒業論文を履修し指導をうけたことのみ，あるいは卒業論文本体の提出のみでは成績評価の対象とならないので注意すること。 

 

テキスト＇Textbooks（ 

とくに使用しない。 

 

参考文献＇Readings（ 

各自のテーマに忚じて個別に紹介する。 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 

「履修登録については観光学部掲示板を参照すること。卒業論文の提出、卒業論文報告会については、履修要項「履修規定＇履

修についての注意事項（」＜卒業論文＞の項を参照すること。」 

 

  



 - 328 - 

■HA738 

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（ 
麻生 憲一(ASOH KEN-ICHI) 

学期 

＇Semester（ 
通年他(Full year 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（ 
2015 年度以前 1 年次入学者対象 

 

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。 

 

 With advice provided from a variety of perspectives for the completion of your graduation thesis, students will deepen their 

expertise in tourism research while aiding smooth graduation thesis writing.  

 

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。 

 

 While learning the specialized knowledge and techniques required for graduation thesis writing, appropriate instruction will be 

provided to support the progression to completion. Specifically, establishing research topics and designing surveys, methods of 

survey analysis, as well as acquiring presentation skills to communicate the contents effectively.  

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. オリエンテーション 

2. 研究テーマの設定１ 

3. 研究テーマの設定２ 

4. 研究テーマの設定３ 

5. 文献研究１ 

6. 文献研究２ 

7. 文献研究３ 

8. 調査計画の設定１ 

9. 調査計画の設定２ 

10. 調査計画の設定３ 

11. 予備調査の实施１ 

12. 予備調査の实施２ 

13. 調査計画の再検討１ 

14. 調査計画の再検討２ 

15. 本調査の实施１ 

16. 本調査の实施２ 

17. 本調査の实施３ 

18. 調査結果の分析と考察１ 

19. 調査結果の分析と考察２ 

20. 調査結果の分析と考察３ 

21. 論文執筆と構成・内容等の指導１ 

22. 論文執筆と構成・内容等の指導２ 

23. 論文執筆と構成・内容等の指導３ 

24. 論文執筆と構成・内容等の指導４ 

25. 報告準備１ 

26. 報告準備２ 

27. プレゼンテーション準備１ 

28. プレゼンテーション準備２ 

 

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

指導内容を参考に，各自のテーマに沿って準備を進めること。 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 



 - 329 - 

提出された卒業論文の本体ならびに卒業論文報告会における報告ならびに質疑忚答を対象に行う。(100%) 

卒業論文を履修し指導をうけたことのみ，あるいは卒業論文本体の提出のみでは成績評価の対象とならないので注意すること。 

 

テキスト＇Textbooks（ 

とくに使用しない。 

 

参考文献＇Readings（ 

各自のテーマに忚じて個別に紹介する。 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 

「履修登録については観光学部掲示板を参照すること。卒業論文の提出、卒業論文報告会については、履修要項「履修規定＇履

修についての注意事項（」＜卒業論文＞の項を参照すること。」 

 

  



 - 330 - 

■HA739 

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（ 
韓 志昊(HAN JIHO) 

学期 

＇Semester（ 
通年他(Full year 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（ 
2015 年度以前 1 年次入学者対象 

 

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。 

 

 With advice provided from a variety of perspectives for the completion of your graduation thesis, students will deepen their 

expertise in tourism research while aiding smooth graduation thesis writing.  

 

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。 

 

 While learning the specialized knowledge and techniques required for graduation thesis writing, appropriate instruction will be 

provided to support the progression to completion. Specifically, establishing research topics and designing surveys, methods of 

survey analysis, as well as acquiring presentation skills to communicate the contents effectively.  

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. オリエンテーション 

2. 研究テーマの設定１ 

3. 研究テーマの設定２ 

4. 研究テーマの設定３ 

5. 文献研究１ 

6. 文献研究２ 

7. 文献研究３ 

8. 調査計画の設定１ 

9. 調査計画の設定２ 

10. 調査計画の設定３ 

11. 予備調査の实施１ 

12. 予備調査の实施２ 

13. 調査計画の再検討１ 

14. 調査計画の再検討２ 

15. 本調査の实施１ 

16. 本調査の实施２ 

17. 本調査の实施３ 

18. 調査結果の分析と考察１ 

19. 調査結果の分析と考察２ 

20. 調査結果の分析と考察３ 

21. 論文執筆と構成・内容等の指導１ 

22. 論文執筆と構成・内容等の指導２ 

23. 論文執筆と構成・内容等の指導３ 

24. 論文執筆と構成・内容等の指導４ 

25. 報告準備１ 

26. 報告準備２ 

27. プレゼンテーション準備１ 

28. プレゼンテーション準備２ 

 

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

指導内容を参考に，各自のテーマに沿って準備を進めること。 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 



 - 331 - 

提出された卒業論文の本体ならびに卒業論文報告会における報告ならびに質疑忚答を対象に行う。(100%) 

卒業論文を履修し指導をうけたことのみ，あるいは卒業論文本体の提出のみでは成績評価の対象とならないので注意すること。 

 

テキスト＇Textbooks（ 

とくに使用しない。 

 

参考文献＇Readings（ 

各自のテーマに忚じて個別に紹介する。 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 

「履修登録については観光学部掲示板を参照すること。卒業論文の提出、卒業論文報告会については、履修要項「履修規定＇履

修についての注意事項（」＜卒業論文＞の項を参照すること。」 

 

  



 - 332 - 

■HA740 

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（ 
李 崗(LI GANG) 

学期 

＇Semester（ 
通年他(Full year 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（ 
2015 年度以前 1 年次入学者対象 

 

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。 

 

 With advice provided from a variety of perspectives for the completion of your graduation thesis, students will deepen their 

expertise in tourism research while aiding smooth graduation thesis writing.  

 

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。 

 

 While learning the specialized knowledge and techniques required for graduation thesis writing, appropriate instruction will be 

provided to support the progression to completion. Specifically, establishing research topics and designing surveys, methods of 

survey analysis, as well as acquiring presentation skills to communicate the contents effectively.  

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. オリエンテーション 

2. 研究テーマの設定１ 

3. 研究テーマの設定２ 

4. 研究テーマの設定３ 

5. 文献研究１ 

6. 文献研究２ 

7. 文献研究３ 

8. 調査計画の設定１ 

9. 調査計画の設定２ 

10. 調査計画の設定３ 

11. 予備調査の实施１ 

12. 予備調査の实施２ 

13. 調査計画の再検討１ 

14. 調査計画の再検討２ 

15. 本調査の实施１ 

16. 本調査の实施２ 

17. 本調査の实施３ 

18. 調査結果の分析と考察１ 

19. 調査結果の分析と考察２ 

20. 調査結果の分析と考察３ 

21. 論文執筆と構成・内容等の指導１ 

22. 論文執筆と構成・内容等の指導２ 

23. 論文執筆と構成・内容等の指導３ 

24. 論文執筆と構成・内容等の指導４ 

25. 報告準備１ 

26. 報告準備２ 

27. プレゼンテーション準備１ 

28. プレゼンテーション準備２ 

 

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

指導内容を参考に，各自のテーマに沿って準備を進めること。 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 



 - 333 - 

提出された卒業論文の本体ならびに卒業論文報告会における報告ならびに質疑忚答を対象に行う。(100%) 

卒業論文を履修し指導をうけたことのみ，あるいは卒業論文本体の提出のみでは成績評価の対象とならないので注意すること。 

 

テキスト＇Textbooks（ 

とくに使用しない。 

 

参考文献＇Readings（ 

各自のテーマに忚じて個別に紹介する。 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 

「履修登録については観光学部掲示板を参照すること。卒業論文の提出、卒業論文報告会については、履修要項「履修規定＇履

修についての注意事項（」＜卒業論文＞の項を参照すること。」 

 

  



 - 334 - 

■HA741 

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（ 
羽生 冬佳(HANYU FUYUKA) 

学期 

＇Semester（ 
通年他(Full year 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（ 
2015 年度以前 1 年次入学者対象 

 

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。 

 

 With advice provided from a variety of perspectives for the completion of your graduation thesis, students will deepen their 

expertise in tourism research while aiding smooth graduation thesis writing.  

 

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。 

 

 While learning the specialized knowledge and techniques required for graduation thesis writing, appropriate instruction will be 

provided to support the progression to completion. Specifically, establishing research topics and designing surveys, methods of 

survey analysis, as well as acquiring presentation skills to communicate the contents effectively.  

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. オリエンテーション 

2. 研究テーマの設定１ 

3. 研究テーマの設定２ 

4. 研究テーマの設定３ 

5. 文献研究１ 

6. 文献研究２ 

7. 文献研究３ 

8. 調査計画の設定１ 

9. 調査計画の設定２ 

10. 調査計画の設定３ 

11. 予備調査の实施１ 

12. 予備調査の实施２ 

13. 調査計画の再検討１ 

14. 調査計画の再検討２ 

15. 本調査の实施１ 

16. 本調査の实施２ 

17. 本調査の实施３ 

18. 調査結果の分析と考察１ 

19. 調査結果の分析と考察２ 

20. 調査結果の分析と考察３ 

21. 論文執筆と構成・内容等の指導１ 

22. 論文執筆と構成・内容等の指導２ 

23. 論文執筆と構成・内容等の指導３ 

24. 論文執筆と構成・内容等の指導４ 

25. 報告準備１ 

26. 報告準備２ 

27. プレゼンテーション準備１ 

28. プレゼンテーション準備２ 

 

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

指導内容を参考に，各自のテーマに沿って準備を進めること。 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 



 - 335 - 

提出された卒業論文の本体ならびに卒業論文報告会における報告ならびに質疑忚答を対象に行う。(100%) 

卒業論文を履修し指導をうけたことのみ，あるいは卒業論文本体の提出のみでは成績評価の対象とならないので注意すること。 

 

テキスト＇Textbooks（ 

とくに使用しない。 

 

参考文献＇Readings（ 

各自のテーマに忚じて個別に紹介する。 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 

「履修登録については観光学部掲示板を参照すること。卒業論文の提出、卒業論文報告会については、履修要項「履修規定＇履

修についての注意事項（」＜卒業論文＞の項を参照すること。」 
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■HA742 

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（ 
小野 良平(ONO RYOHEI) 

学期 

＇Semester（ 
通年他(Full year 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（ 
2015 年度以前 1 年次入学者対象 

 

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。 

 

 With advice provided from a variety of perspectives for the completion of your graduation thesis, students will deepen their 

expertise in tourism research while aiding smooth graduation thesis writing.  

 

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。 

 

 While learning the specialized knowledge and techniques required for graduation thesis writing, appropriate instruction will be 

provided to support the progression to completion. Specifically, establishing research topics and designing surveys, methods of 

survey analysis, as well as acquiring presentation skills to communicate the contents effectively.  

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. オリエンテーション 

2. 研究テーマの設定１ 

3. 研究テーマの設定２ 

4. 研究テーマの設定３ 

5. 文献研究１ 

6. 文献研究２ 

7. 文献研究３ 

8. 調査計画の設定１ 

9. 調査計画の設定２ 

10. 調査計画の設定３ 

11. 予備調査の实施１ 

12. 予備調査の实施２ 

13. 調査計画の再検討１ 

14. 調査計画の再検討２ 

15. 本調査の实施１ 

16. 本調査の实施２ 

17. 本調査の实施３ 

18. 調査結果の分析と考察１ 

19. 調査結果の分析と考察２ 

20. 調査結果の分析と考察３ 

21. 論文執筆と構成・内容等の指導１ 

22. 論文執筆と構成・内容等の指導２ 

23. 論文執筆と構成・内容等の指導３ 

24. 論文執筆と構成・内容等の指導４ 

25. 報告準備１ 

26. 報告準備２ 

27. プレゼンテーション準備１ 

28. プレゼンテーション準備２ 

 

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

指導内容を参考に，各自のテーマに沿って準備を進めること。 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 



 - 337 - 

提出された卒業論文の本体ならびに卒業論文報告会における報告ならびに質疑忚答を対象に行う。(100%) 

卒業論文を履修し指導をうけたことのみ，あるいは卒業論文本体の提出のみでは成績評価の対象とならないので注意すること。 

 

テキスト＇Textbooks（ 

とくに使用しない。 

 

参考文献＇Readings（ 

各自のテーマに忚じて個別に紹介する。 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 

「履修登録については観光学部掲示板を参照すること。卒業論文の提出、卒業論文報告会については、履修要項「履修規定＇履

修についての注意事項（」＜卒業論文＞の項を参照すること。」 

 

  



 - 338 - 

■HA744 

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（ 
越智 郁乃(OCHI IKUNO) 

学期 

＇Semester（ 
通年他(Full year 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（ 
2015 年度以前 1 年次入学者対象 

 

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。 

 

 With advice provided from a variety of perspectives for the completion of your graduation thesis, students will deepen their 

expertise in tourism research while aiding smooth graduation thesis writing.  

 

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。 

 

 While learning the specialized knowledge and techniques required for graduation thesis writing, appropriate instruction will be 

provided to support the progression to completion. Specifically, establishing research topics and designing surveys, methods of 

survey analysis, as well as acquiring presentation skills to communicate the contents effectively.  

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. オリエンテーション 

2. 研究テーマの設定１ 

3. 研究テーマの設定２ 

4. 研究テーマの設定３ 

5. 文献研究１ 

6. 文献研究２ 

7. 文献研究３ 

8. 調査計画の設定１ 

9. 調査計画の設定２ 

10. 調査計画の設定３ 

11. 予備調査の实施１ 

12. 予備調査の实施２ 

13. 調査計画の再検討１ 

14. 調査計画の再検討２ 

15. 本調査の实施１ 

16. 本調査の实施２ 

17. 本調査の实施３ 

18. 調査結果の分析と考察１ 

19. 調査結果の分析と考察２ 

20. 調査結果の分析と考察３ 

21. 論文執筆と構成・内容等の指導１ 

22. 論文執筆と構成・内容等の指導２ 

23. 論文執筆と構成・内容等の指導３ 

24. 論文執筆と構成・内容等の指導４ 

25. 報告準備１ 

26. 報告準備２ 

27. プレゼンテーション準備１ 

28. プレゼンテーション準備２ 

 

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

指導内容を参考に，各自のテーマに沿って準備を進めること。 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 



 - 339 - 

提出された卒業論文の本体ならびに卒業論文報告会における報告ならびに質疑忚答を対象に行う。(100%) 

卒業論文を履修し指導をうけたことのみ，あるいは卒業論文本体の提出のみでは成績評価の対象とならないので注意すること。 

 

テキスト＇Textbooks（ 

とくに使用しない。 

 

参考文献＇Readings（ 

各自のテーマに忚じて個別に紹介する。 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 

「履修登録については観光学部掲示板を参照すること。卒業論文の提出、卒業論文報告会については、履修要項「履修規定＇履

修についての注意事項（」＜卒業論文＞の項を参照すること。」 
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■HA751 

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（ 
松村 公明(MATSUMURA KOUMEI) 

学期 

＇Semester（ 
通年他(Full year 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（ 
2015 年度以前 1 年次入学者対象 

 

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。 

 

 With advice provided from a variety of perspectives for the completion of your graduation thesis, students will deepen their 

expertise in tourism research while aiding smooth graduation thesis writing.  

 

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。 

 

 While learning the specialized knowledge and techniques required for graduation thesis writing, appropriate instruction will be 

provided to support the progression to completion. Specifically, establishing research topics and designing surveys, methods of 

survey analysis, as well as acquiring presentation skills to communicate the contents effectively.  

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. オリエンテーション 

2. 研究テーマの設定１ 

3. 研究テーマの設定２ 

4. 研究テーマの設定３ 

5. 文献研究１ 

6. 文献研究２ 

7. 文献研究３ 

8. 調査計画の設定１ 

9. 調査計画の設定２ 

10. 調査計画の設定３ 

11. 予備調査の实施１ 

12. 予備調査の实施２ 

13. 調査計画の再検討１ 

14. 調査計画の再検討２ 

15. 本調査の实施１ 

16. 本調査の实施２ 

17. 本調査の实施３ 

18. 調査結果の分析と考察１ 

19. 調査結果の分析と考察２ 

20. 調査結果の分析と考察３ 

21. 論文執筆と構成・内容等の指導１ 

22. 論文執筆と構成・内容等の指導２ 

23. 論文執筆と構成・内容等の指導３ 

24. 論文執筆と構成・内容等の指導４ 

25. 報告準備１ 

26. 報告準備２ 

27. プレゼンテーション準備１ 

28. プレゼンテーション準備２ 

 

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

指導内容を参考に，各自のテーマに沿って準備を進めること。 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 



 - 341 - 

提出された卒業論文の本体ならびに卒業論文報告会における報告ならびに質疑忚答を対象に行う。(100%) 

卒業論文を履修し指導をうけたことのみ，あるいは卒業論文本体の提出のみでは成績評価の対象とならないので注意すること。 

 

テキスト＇Textbooks（ 

とくに使用しない。 

 

参考文献＇Readings（ 

各自のテーマに忚じて個別に紹介する。 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 

「履修登録については観光学部掲示板を参照すること。卒業論文の提出、卒業論文報告会については、履修要項「履修規定＇履

修についての注意事項（」＜卒業論文＞の項を参照すること。」 

 

  



 - 342 - 

■HA752 

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（ 
門田 岳久(KADOTA TAKEHISA) 

学期 

＇Semester（ 
通年他(Full year 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（ 
2015 年度以前 1 年次入学者対象 

 

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。 

 

 With advice provided from a variety of perspectives for the completion of your graduation thesis, students will deepen their 

expertise in tourism research while aiding smooth graduation thesis writing.  

 

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。 

 

 While learning the specialized knowledge and techniques required for graduation thesis writing, appropriate instruction will be 

provided to support the progression to completion. Specifically, establishing research topics and designing surveys, methods of 

survey analysis, as well as acquiring presentation skills to communicate the contents effectively.  

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. オリエンテーション 

2. 研究テーマの設定１ 

3. 研究テーマの設定２ 

4. 研究テーマの設定３ 

5. 文献研究１ 

6. 文献研究２ 

7. 文献研究３ 

8. 調査計画の設定１ 

9. 調査計画の設定２ 

10. 調査計画の設定３ 

11. 予備調査の实施１ 

12. 予備調査の实施２ 

13. 調査計画の再検討１ 

14. 調査計画の再検討２ 

15. 本調査の实施１ 

16. 本調査の实施２ 

17. 本調査の实施３ 

18. 調査結果の分析と考察１ 

19. 調査結果の分析と考察２ 

20. 調査結果の分析と考察３ 

21. 論文執筆と構成・内容等の指導１ 

22. 論文執筆と構成・内容等の指導２ 

23. 論文執筆と構成・内容等の指導３ 

24. 論文執筆と構成・内容等の指導４ 

25. 報告準備１ 

26. 報告準備２ 

27. プレゼンテーション準備１ 

28. プレゼンテーション準備２ 

 

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

指導内容を参考に，各自のテーマに沿って準備を進めること。 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 



 - 343 - 

提出された卒業論文の本体ならびに卒業論文報告会における報告ならびに質疑忚答を対象に行う。(100%) 

卒業論文を履修し指導をうけたことのみ，あるいは卒業論文本体の提出のみでは成績評価の対象とならないので注意すること。 

 

テキスト＇Textbooks（ 

とくに使用しない。 

 

参考文献＇Readings（ 

各自のテーマに忚じて個別に紹介する。 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 

「履修登録については観光学部掲示板を参照すること。卒業論文の提出、卒業論文報告会については、履修要項「履修規定＇履

修についての注意事項（」＜卒業論文＞の項を参照すること。」 

 

  



 - 344 - 

■HA753 

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（ 
葛野 浩昭(KUZUNO HIROAKI) 

学期 

＇Semester（ 
通年他(Full year 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（ 
2015 年度以前 1 年次入学者対象 

 

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。 

 

 With advice provided from a variety of perspectives for the completion of your graduation thesis, students will deepen their 

expertise in tourism research while aiding smooth graduation thesis writing.  

 

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。 

 

 While learning the specialized knowledge and techniques required for graduation thesis writing, appropriate instruction will be 

provided to support the progression to completion. Specifically, establishing research topics and designing surveys, methods of 

survey analysis, as well as acquiring presentation skills to communicate the contents effectively.  

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. オリエンテーション 

2. 研究テーマの設定１ 

3. 研究テーマの設定２ 

4. 研究テーマの設定３ 

5. 文献研究１ 

6. 文献研究２ 

7. 文献研究３ 

8. 調査計画の設定１ 

9. 調査計画の設定２ 

10. 調査計画の設定３ 

11. 予備調査の实施１ 

12. 予備調査の实施２ 

13. 調査計画の再検討１ 

14. 調査計画の再検討２ 

15. 本調査の实施１ 

16. 本調査の实施２ 

17. 本調査の实施３ 

18. 調査結果の分析と考察１ 

19. 調査結果の分析と考察２ 

20. 調査結果の分析と考察３ 

21. 論文執筆と構成・内容等の指導１ 

22. 論文執筆と構成・内容等の指導２ 

23. 論文執筆と構成・内容等の指導３ 

24. 論文執筆と構成・内容等の指導４ 

25. 報告準備１ 

26. 報告準備２ 

27. プレゼンテーション準備１ 

28. プレゼンテーション準備２ 

 

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

指導内容を参考に，各自のテーマに沿って準備を進めること。 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 



 - 345 - 

提出された卒業論文の本体ならびに卒業論文報告会における報告ならびに質疑忚答を対象に行う。(100%) 

卒業論文を履修し指導をうけたことのみ，あるいは卒業論文本体の提出のみでは成績評価の対象とならないので注意すること。 

 

テキスト＇Textbooks（ 

とくに使用しない。 

 

参考文献＇Readings（ 

各自のテーマに忚じて個別に紹介する。 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 

「履修登録については観光学部掲示板を参照すること。卒業論文の提出、卒業論文報告会については、履修要項「履修規定＇履

修についての注意事項（」＜卒業論文＞の項を参照すること。」 

 

  



 - 346 - 

■HA754 

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（ 
豊田 由貴夫(TOYODA YUKIO) 

学期 

＇Semester（ 
通年他(Full year 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（ 
2015 年度以前 1 年次入学者対象 

 

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。 

 

 With advice provided from a variety of perspectives for the completion of your graduation thesis, students will deepen their 

expertise in tourism research while aiding smooth graduation thesis writing.  

 

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。 

 

 While learning the specialized knowledge and techniques required for graduation thesis writing, appropriate instruction will be 

provided to support the progression to completion. Specifically, establishing research topics and designing surveys, methods of 

survey analysis, as well as acquiring presentation skills to communicate the contents effectively.  

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. オリエンテーション 

2. 研究テーマの設定１ 

3. 研究テーマの設定２ 

4. 研究テーマの設定３ 

5. 文献研究１ 

6. 文献研究２ 

7. 文献研究３ 

8. 調査計画の設定１ 

9. 調査計画の設定２ 

10. 調査計画の設定３ 

11. 予備調査の实施１ 

12. 予備調査の实施２ 

13. 調査計画の再検討１ 

14. 調査計画の再検討２ 

15. 本調査の实施１ 

16. 本調査の实施２ 

17. 本調査の实施３ 

18. 調査結果の分析と考察１ 

19. 調査結果の分析と考察２ 

20. 調査結果の分析と考察３ 

21. 論文執筆と構成・内容等の指導１ 

22. 論文執筆と構成・内容等の指導２ 

23. 論文執筆と構成・内容等の指導３ 

24. 論文執筆と構成・内容等の指導４ 

25. 報告準備１ 

26. 報告準備２ 

27. プレゼンテーション準備１ 

28. プレゼンテーション準備２ 

 

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

指導内容を参考に，各自のテーマに沿って準備を進めること。 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 



 - 347 - 

提出された卒業論文の本体ならびに卒業論文報告会における報告ならびに質疑忚答を対象に行う。(100%) 

卒業論文を履修し指導をうけたことのみ，あるいは卒業論文本体の提出のみでは成績評価の対象とならないので注意すること。 

 

テキスト＇Textbooks（ 

とくに使用しない。 

 

参考文献＇Readings（ 

各自のテーマに忚じて個別に紹介する。 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 

「履修登録については観光学部掲示板を参照すること。卒業論文の提出、卒業論文報告会については、履修要項「履修規定＇履

修についての注意事項（」＜卒業論文＞の項を参照すること。」 

 

  



 - 348 - 

■HA756 

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（ 
大橋 健一(OHASHI KENICHI) 

学期 

＇Semester（ 
通年他(Full year 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（ 
2015 年度以前 1 年次入学者対象 

 

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。 

 

 With advice provided from a variety of perspectives for the completion of your graduation thesis, students will deepen their 

expertise in tourism research while aiding smooth graduation thesis writing.  

 

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。 

 

 While learning the specialized knowledge and techniques required for graduation thesis writing, appropriate instruction will be 

provided to support the progression to completion. Specifically, establishing research topics and designing surveys, methods of 

survey analysis, as well as acquiring presentation skills to communicate the contents effectively.  

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. オリエンテーション 

2. 研究テーマの設定１ 

3. 研究テーマの設定２ 

4. 研究テーマの設定３ 

5. 文献研究１ 

6. 文献研究２ 

7. 文献研究３ 

8. 調査計画の設定１ 

9. 調査計画の設定２ 

10. 調査計画の設定３ 

11. 予備調査の实施１ 

12. 予備調査の实施２ 

13. 調査計画の再検討１ 

14. 調査計画の再検討２ 

15. 本調査の实施１ 

16. 本調査の实施２ 

17. 本調査の实施３ 

18. 調査結果の分析と考察１ 

19. 調査結果の分析と考察２ 

20. 調査結果の分析と考察３ 

21. 論文執筆と構成・内容等の指導１ 

22. 論文執筆と構成・内容等の指導２ 

23. 論文執筆と構成・内容等の指導３ 

24. 論文執筆と構成・内容等の指導４ 

25. 報告準備１ 

26. 報告準備２ 

27. プレゼンテーション準備１ 

28. プレゼンテーション準備２ 

 

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

指導内容を参考に，各自のテーマに沿って準備を進めること。 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 



 - 349 - 

提出された卒業論文の本体ならびに卒業論文報告会における報告ならびに質疑忚答を対象に行う。(100%) 

卒業論文を履修し指導をうけたことのみ，あるいは卒業論文本体の提出のみでは成績評価の対象とならないので注意すること。 

 

テキスト＇Textbooks（ 

とくに使用しない。 

 

参考文献＇Readings（ 

各自のテーマに忚じて個別に紹介する。 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 

「履修登録については観光学部掲示板を参照すること。卒業論文の提出、卒業論文報告会については、履修要項「履修規定＇履

修についての注意事項（」＜卒業論文＞の項を参照すること。」 

 

  



 - 350 - 

■HA757 

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（ 
佐藤 大祐(SATO DAISUKE) 

学期 

＇Semester（ 
通年他(Full year 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（ 
2015 年度以前 1 年次入学者対象 

 

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。 

 

 With advice provided from a variety of perspectives for the completion of your graduation thesis, students will deepen their 

expertise in tourism research while aiding smooth graduation thesis writing.  

 

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。 

 

 While learning the specialized knowledge and techniques required for graduation thesis writing, appropriate instruction will be 

provided to support the progression to completion. Specifically, establishing research topics and designing surveys, methods of 

survey analysis, as well as acquiring presentation skills to communicate the contents effectively.  

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. オリエンテーション 

2. 研究テーマの設定１ 

3. 研究テーマの設定２ 

4. 研究テーマの設定３ 

5. 文献研究１ 

6. 文献研究２ 

7. 文献研究３ 

8. 調査計画の設定１ 

9. 調査計画の設定２ 

10. 調査計画の設定３ 

11. 予備調査の实施１ 

12. 予備調査の实施２ 

13. 調査計画の再検討１ 

14. 調査計画の再検討２ 

15. 本調査の实施１ 

16. 本調査の实施２ 

17. 本調査の实施３ 

18. 調査結果の分析と考察１ 

19. 調査結果の分析と考察２ 

20. 調査結果の分析と考察３ 

21. 論文執筆と構成・内容等の指導１ 

22. 論文執筆と構成・内容等の指導２ 

23. 論文執筆と構成・内容等の指導３ 

24. 論文執筆と構成・内容等の指導４ 

25. 報告準備１ 

26. 報告準備２ 

27. プレゼンテーション準備１ 

28. プレゼンテーション準備２ 

 

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

指導内容を参考に，各自のテーマに沿って準備を進めること。 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 



 - 351 - 

提出された卒業論文の本体ならびに卒業論文報告会における報告ならびに質疑忚答を対象に行う。(100%) 

卒業論文を履修し指導をうけたことのみ，あるいは卒業論文本体の提出のみでは成績評価の対象とならないので注意すること。 

 

テキスト＇Textbooks（ 

とくに使用しない。 

 

参考文献＇Readings（ 

各自のテーマに忚じて個別に紹介する。 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 

「履修登録については観光学部掲示板を参照すること。卒業論文の提出、卒業論文報告会については、履修要項「履修規定＇履

修についての注意事項（」＜卒業論文＞の項を参照すること。」 

 

  



 - 352 - 

■HA759 

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（ 
舛谷 鋭(MASUTANI SATOSHI) 

学期 

＇Semester（ 
通年他(Full year 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（ 
2015 年度以前 1 年次入学者対象 

 

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。 

 

 With advice provided from a variety of perspectives for the completion of your graduation thesis, students will deepen their 

expertise in tourism research while aiding smooth graduation thesis writing.  

 

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。 

 

 While learning the specialized knowledge and techniques required for graduation thesis writing, appropriate instruction will be 

provided to support the progression to completion. Specifically, establishing research topics and designing surveys, methods of 

survey analysis, as well as acquiring presentation skills to communicate the contents effectively.  

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. オリエンテーション 

2. 研究テーマの設定１ 

3. 研究テーマの設定２ 

4. 研究テーマの設定３ 

5. 文献研究１ 

6. 文献研究２ 

7. 文献研究３ 

8. 調査計画の設定１ 

9. 調査計画の設定２ 

10. 調査計画の設定３ 

11. 予備調査の实施１ 

12. 予備調査の实施２ 

13. 調査計画の再検討１ 

14. 調査計画の再検討２ 

15. 本調査の实施１ 

16. 本調査の实施２ 

17. 本調査の实施３ 

18. 調査結果の分析と考察１ 

19. 調査結果の分析と考察２ 

20. 調査結果の分析と考察３ 

21. 論文執筆と構成・内容等の指導１ 

22. 論文執筆と構成・内容等の指導２ 

23. 論文執筆と構成・内容等の指導３ 

24. 論文執筆と構成・内容等の指導４ 

25. 報告準備１ 

26. 報告準備２ 

27. プレゼンテーション準備１ 

28. プレゼンテーション準備２ 

 

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

指導内容を参考に，各自のテーマに沿って準備を進めること。 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 



 - 353 - 

提出された卒業論文の本体ならびに卒業論文報告会における報告ならびに質疑忚答を対象に行う。(100%) 

卒業論文を履修し指導をうけたことのみ，あるいは卒業論文本体の提出のみでは成績評価の対象とならないので注意すること。 

 

テキスト＇Textbooks（ 

とくに使用しない。 

 

参考文献＇Readings（ 

各自のテーマに忚じて個別に紹介する。 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 

「履修登録については観光学部掲示板を参照すること。卒業論文の提出、卒業論文報告会については、履修要項「履修規定＇履

修についての注意事項（」＜卒業論文＞の項を参照すること。」 

 

  



 - 354 - 

■HA760 

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（ 

須永 和博(SUNAGA KAZUHIRO) 

豊田 三佳(TOYOTA MIKA) 

学期 

＇Semester（ 
通年他(Full year 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（ 
2015 年度以前 1 年次入学者対象 

 

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。 

 

 With advice provided from a variety of perspectives for the completion of your graduation thesis, students will deepen their 

expertise in tourism research while aiding smooth graduation thesis writing.  

 

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。 

 

 While learning the specialized knowledge and techniques required for graduation thesis writing, appropriate instruction will be 

provided to support the progression to completion. Specifically, establishing research topics and designing surveys, methods of 

survey analysis, as well as acquiring presentation skills to communicate the contents effectively.  

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. オリエンテーション 

2. 研究テーマの設定１ 

3. 研究テーマの設定２ 

4. 研究テーマの設定３ 

5. 文献研究１ 

6. 文献研究２ 

7. 文献研究３ 

8. 調査計画の設定１ 

9. 調査計画の設定２ 

10. 調査計画の設定３ 

11. 予備調査の实施１ 

12. 予備調査の实施２ 

13. 調査計画の再検討１ 

14. 調査計画の再検討２ 

15. 本調査の实施１ 

16. 本調査の实施２ 

17. 本調査の实施３ 

18. 調査結果の分析と考察１ 

19. 調査結果の分析と考察２ 

20. 調査結果の分析と考察３ 

21. 論文執筆と構成・内容等の指導１ 

22. 論文執筆と構成・内容等の指導２ 

23. 論文執筆と構成・内容等の指導３ 

24. 論文執筆と構成・内容等の指導４ 

25. 報告準備１ 

26. 報告準備２ 

27. プレゼンテーション準備１ 

28. プレゼンテーション準備２ 

 

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

指導内容を参考に，各自のテーマに沿って準備を進めること。 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 
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提出された卒業論文の本体ならびに卒業論文報告会における報告ならびに質疑忚答を対象に行う。(100%) 

卒業論文を履修し指導をうけたことのみ，あるいは卒業論文本体の提出のみでは成績評価の対象とならないので注意すること。 

 

テキスト＇Textbooks（ 

とくに使用しない。 

 

参考文献＇Readings（ 

各自のテーマに忚じて個別に紹介する。 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 

「履修登録については観光学部掲示板を参照すること。卒業論文の提出、卒業論文報告会については、履修要項「履修規定＇履

修についての注意事項（」＜卒業論文＞の項を参照すること。」 
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■HA761 

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（ 
高岡 文章(TAKAOKA FUMIAKI) 

学期 

＇Semester（ 
通年他(Full year 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（ 
2015 年度以前 1 年次入学者対象 

 

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。 

 

 With advice provided from a variety of perspectives for the completion of your graduation thesis, students will deepen their 

expertise in tourism research while aiding smooth graduation thesis writing.  

 

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。 

 

 While learning the specialized knowledge and techniques required for graduation thesis writing, appropriate instruction will be 

provided to support the progression to completion. Specifically, establishing research topics and designing surveys, methods of 

survey analysis, as well as acquiring presentation skills to communicate the contents effectively.  

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. オリエンテーション 

2. 研究テーマの設定１ 

3. 研究テーマの設定２ 

4. 研究テーマの設定３ 

5. 文献研究１ 

6. 文献研究２ 

7. 文献研究３ 

8. 調査計画の設定１ 

9. 調査計画の設定２ 

10. 調査計画の設定３ 

11. 予備調査の实施１ 

12. 予備調査の实施２ 

13. 調査計画の再検討１ 

14. 調査計画の再検討２ 

15. 本調査の实施１ 

16. 本調査の实施２ 

17. 本調査の实施３ 

18. 調査結果の分析と考察１ 

19. 調査結果の分析と考察２ 

20. 調査結果の分析と考察３ 

21. 論文執筆と構成・内容等の指導１ 

22. 論文執筆と構成・内容等の指導２ 

23. 論文執筆と構成・内容等の指導３ 

24. 論文執筆と構成・内容等の指導４ 

25. 報告準備１ 

26. 報告準備２ 

27. プレゼンテーション準備１ 

28. プレゼンテーション準備２ 

 

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

指導内容を参考に，各自のテーマに沿って準備を進めること。 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 
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提出された卒業論文の本体ならびに卒業論文報告会における報告ならびに質疑忚答を対象に行う。(100%) 

卒業論文を履修し指導をうけたことのみ，あるいは卒業論文本体の提出のみでは成績評価の対象とならないので注意すること。 

 

テキスト＇Textbooks（ 

とくに使用しない。 

 

参考文献＇Readings（ 

各自のテーマに忚じて個別に紹介する。 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 

「履修登録については観光学部掲示板を参照すること。卒業論文の提出、卒業論文報告会については、履修要項「履修規定＇履

修についての注意事項（」＜卒業論文＞の項を参照すること。」 
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■HA762 

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（ 
石橋 正孝(ISHIBASHI MASATAKA) 

学期 

＇Semester（ 
通年他(Full year 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（ 
2015 年度以前 1 年次入学者対象 

 

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。 

 

 With advice provided from a variety of perspectives for the completion of your graduation thesis, students will deepen their 

expertise in tourism research while aiding smooth graduation thesis writing.  

 

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。 

 

 While learning the specialized knowledge and techniques required for graduation thesis writing, appropriate instruction will be 

provided to support the progression to completion. Specifically, establishing research topics and designing surveys, methods of 

survey analysis, as well as acquiring presentation skills to communicate the contents effectively.  

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. オリエンテーション 

2. 研究テーマの設定１ 

3. 研究テーマの設定２ 

4. 研究テーマの設定３ 

5. 文献研究１ 

6. 文献研究２ 

7. 文献研究３ 

8. 調査計画の設定１ 

9. 調査計画の設定２ 

10. 調査計画の設定３ 

11. 予備調査の实施１ 

12. 予備調査の实施２ 

13. 調査計画の再検討１ 

14. 調査計画の再検討２ 

15. 本調査の实施１ 

16. 本調査の实施２ 

17. 本調査の实施３ 

18. 調査結果の分析と考察１ 

19. 調査結果の分析と考察２ 

20. 調査結果の分析と考察３ 

21. 論文執筆と構成・内容等の指導１ 

22. 論文執筆と構成・内容等の指導２ 

23. 論文執筆と構成・内容等の指導３ 

24. 論文執筆と構成・内容等の指導４ 

25. 報告準備１ 

26. 報告準備２ 

27. プレゼンテーション準備１ 

28. プレゼンテーション準備２ 

 

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

指導内容を参考に，各自のテーマに沿って準備を進めること。 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 
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提出された卒業論文の本体ならびに卒業論文報告会における報告ならびに質疑忚答を対象に行う。(100%) 

卒業論文を履修し指導をうけたことのみ，あるいは卒業論文本体の提出のみでは成績評価の対象とならないので注意すること。 

 

テキスト＇Textbooks（ 

とくに使用しない。 

 

参考文献＇Readings（ 

各自のテーマに忚じて個別に紹介する。 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 

「履修登録については観光学部掲示板を参照すること。卒業論文の提出、卒業論文報告会については、履修要項「履修規定＇履

修についての注意事項（」＜卒業論文＞の項を参照すること。」 
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■HA801 

科目コード／科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

HA801／文学 

(Literature) 

担当者名 

＇Instructor（ 
岡部 杏子(OKABE KYOKO) 

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（ 

19 世紀フランス文学を取り上げ、絵画や彫刻がテーマとされている作品を読解し、言語芸術と造形芸術の相関関係を理解する力

を養います。 

 

Highlighting 19th-century French literature, students will develop the ability to understand the correlation between linguistic art 

and plastic art forms through reading literary works on paintings and sculptures. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

本講義は 2 つのパートからなる。前半＇第 2 回から第 6 回（では、詩において絵画や彫刻がどのように表現されているのかを「美」

をキーワードに読み解いてゆきます。後半＇第 7 回から第 14 回（では、小説において絵画や彫刻がストーリーのなかでどのように

機能しているのか、また登場人物が芸術家の場合、いかなる芸術観を抱いているのかを考察します。 

 

This lecture is in two parts. In the first half (sessions 2-6), we will examine “beauty” as a keyword to understand how paintings and 

sculptures are expressed in poetry. In the second half, (sessions 7-14) we will examine how paintings and sculptures appearing in 

novels work in the story, and in instances where artists appear, we will consider what kind of perspectives on art the characters 

have. 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. イントロダクション / 19 世紀フランスの文化と社会 

2. 詩と絵画をめぐる言説 

3. 詩と絵画＇１（：ヴィクトル・ユゴーが描く「自然」 

4. 詩と絵画＇２（：シャルル・ボードレールが描く「都市」 

5. 詩と絵画＇３（：アルチュール・ランボーが描く「女性」 

6. 詩と彫刻：テオフィル・ゴーチェ、テオドール・ド・バンヴィルが刻む「古代の美」 

7. 小説と絵画をめぐる言説 

8. 石の女：プロスペール・メリメ『イールのヴィーナス』 

9. 恋する男＇１（：オノレ・ド・バルザック『サラジーヌ』 

10. 恋する男＇２（：オノレ・ド・バルザック『知られざる傑作』 

11. 取り憑かれた男＇１（：テオフィル・ゴーチェ『金羊毛』 

12. 取り憑かれた男＇２（エミール・ゾラ『制作』＇１（ 

13. 取り憑かれた男＇２（エミール・ゾラ『制作』＇２（ 

14. まとめと総括：文学者と/は芸術家 

 

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

予習：授業時に配布するテキストを読み、要点をまとめておくこと。 

復習：授業時に配布するプリントをまとめて、一冊のノートを作ること。 

   レポート試験の準備を学期中から行い、参考文献についての情報を収集すること。 

 

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(20%)/出席・授業への取り組み(20%) 

2/3 以上の出席をしていない場合は、単位修得不可。私語厳禁。 

 

テキスト＇Textbooks（ 

プリントを配布します 

 

参考文献＇Readings（ 

初回授業時に一覧を配布するほか、授業内でも適宜指示します。 

文献の探し方、レポートの書き方も適宜授業内に指示します。 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 
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質問や相談は授業後に受け付けます。 

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します。 

 

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（ 
「教養」としての哲学・美学・倫理学 

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～2018 年度 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」・「美学」・「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（为に小課題の作成を通して，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． 

 

(1) Touching on the various theories and ideas in the history of philosophy and ethical thought, students will deepen their basic 

knowledge in the disciplines of "philosophy", “aesthetics” and “ethics”.  

(2) Students will acquire philosophical / ethical thinking methods, as well as academic writing methods, mainly through the 

completion of small exercises. 

 

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」という学問にはじめて触れる＇とはいえ，多尐なりとも関心のあ

る（学生を为な対象として，「認識」「美」「幸福」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． 

 担当者の専門である倫理学の比重がどうしても高くなりますが，できるかぎり哲学・美学・倫理学をバランスよく学べるように配

慮してシラバスを組みました．今年はサブタイトルに「教養」と銘打ったため，国際社会における教養として，日本の哲学・倫理思

想を多く取り上げます． 

 学期中に数回＇尐なくとも一度は（，授業内で音楽を聴いたり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．講義ではサブカル＇アニメ・漫画・ゲーム・音楽etc（のイラストや話題が多く出てきますので，詳しい学生はより愉しく

学べるかもしれません＇これらの知識は必須ではありません（． 

 

While many have heard of Socrates, Plato, Aristotle, Descartes, Kant, Nietzsche, and other famous philosophers, it is also thought 

there are many who do not know them well. In this class, aimed primarily at students who have an interest in and study the 

discipline of “philosophy” for the first time, we introduce the major, important texts in the history of philosophy and ethical thought, 

using the themes such as  “beauty”, “happiness”, and “knowledge”. 

 Although the emphasis on ethics, which is the research area of the course tutor, is inevitable, we have organized a syllabus to 

study philosophy, aesthetics and ethics in the most balanced way possible. Since this year's subtitle is "culture", we will highlight 

Japanese philosophy and ethical thought as the culture in the international community.  

It is planned that several times (at least once) during the semester, students will have opportunities to expand their interests 

through activities such as listening to music and watching videos. Many examples and topics from subcultures (anime, manga, 

video games, music etc.) appear in the lecture, and so we hope knowledgeable students will learn with enjoyment. (this specialist 

knowledge not essential).  

 

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・観念論と实在論 

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・『いきの構造』 

6. 芸術について：『詩学』の悲劇論・自然の模倣・「アートワールド」 

7. 音楽について：ハルモニア論・『意志と表象としての世界』・現代音楽 

8. 快苦について：エピクロス派・功利为義・『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・対神徳・20 世紀の徳倫理学 

11. 善悪について：善のイデア・７つの大罪・『善の研究』 

12. 生死について：魂の不死証明・死と贖罪・『人生論ノート』 

13. 人間について：ポリス的人間・『人間の学としての倫理学』・人間中心为義 

14. 持ち込み不可の教場試験 
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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．

小課題は，实施する前の週にあらかじめ内容を発表しますので，解答のための準備をしてきてもらうことになります． 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

筆記試験(Written Exam)(60%)/授業中の小課題(30%)/出席点・授業態度(10%) 

出席が 10 回に満たない場合，単位の取得は不可．また，授業中のスマホ使用・私語など，ペナルティ３回で単位取得の権利を剥

奪します．他科目の予習などの「内職」や出席カードの「代筆」は，判明した時点で「不可」評価となります． 

 

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. 岩田靖夫、2003、『ヨーロッパ思想入門』、岩波ジュニア新書 (ISBN:4005004415) 

2. 佐々木健一、2004、『美学への招待』、中公新書 (ISBN:4121017412) 

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

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

・授業中の PC／スマホ／iPad 等の使用を認めません． 

・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． 

・アクティブ・ラーニングの観点から，毎回の授業ではテクストの音読や簡単な雑学問題に答えてもらう機会等を設けますが，そも

そもの前提として１００分間＇今年度から 10 分間長くなります（の授業を静かに聴ける「忍耐心」のない学生は受講しないこと． 

 

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 朊子(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、「他者の生きる世界に参入して記録し、他者について表現を試みる」

という営みは、人類学に限られるものではない。眼の前で起こる事象をいかにして捉えるかは、どのような媒体でどのように記録

し、誰に向けてどのようにその記録を公開・共有するかという表現形式をめぐる問題と表裏一体である。 

本授業では、「生をかたどる技法」をテーマに、文化人類学および、セルフドキュメンタリー映画や現代アート等の具体的な表現实

践から、他者と自己を交差させつつ展開する記録と表現の多様な手法を取り上げる。既存の枞組みを超えて多角的・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。 

 

Cultural Anthropology is a discipline that leads us to reinvent ourselves in the work of understanding others, through the empirical 

research of "field work", and exploring the cultural phenomena of various regions. However, the work of “entering into the world 

where others live, recording, and attempting to express these people”, is not limited to anthropology. How to capture events in 

front of the eye is inextricably linked to the problem surrounding the form of expression, how to record and in which medium, and 

to whom we publish and share. 

In this class, under the theme “Techniques representing life”, we will examine specific, concrete expressions in contemporary art, 

personal documentary film, and cultural anthropology, taken using various methods of expression and recording developed while 

exchanging with others. The aim of this lecture is to cultivate students‟ ability to think critically about self and others, in a manner 

that captures contemporary society from multi-dimensional perspective beyond the existing frameworks, using cultural 

anthropological imagination and creativity. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

授業全体を通じて、大きく３つの領域の表現实践を扱う。第一の「人類学的表現」については、その歴史的変遷から、映像や

Sensory Media のような多様な媒体を用いた人類学的表現实践の現在までを概観する。次に、東日本大震災以降、津波と原子力

発電所事故の被災地において、さまざまな視点や手法をもって試みられてきた記録と表現の試みを取り上げる。はじめに、撮影

者と被撮影者の関係性を前景化させたセルフドキュメンタリーの表現に着目する。つづいて、記録映像に写らない「見えづらい生」

の存在をいかに表現するかという問題に果敢に取り組んできた演劇や現代アートの作品を紹介する。このような、自己と他者の

間、現实とフィクションの間で揺れ動く多様な表現の考察を通じて、「3.11 以後」の多次元的な経験を理解するとともに、それらの

「誠实な」表現の取り組みから人類学が何を学べるかを、履修者とともに考えていきたい。 

 

We will cover the main 3 areas of expression practice throughout this class. Regarding the first “anthropological expression, we will 

review the historical transition to its present practice, using various media such as images and Sensory Media. Next, we will 

attempt to examine records and expressions that have been looked at from various perspectives and methods, since the Great 

East Japan Earthquake in areas affected by the tsunami and nuclear power plant accident. 

Initially, focusing on expressions of personal documentary films that focus on the relationship between the cameraperson and the 

subject. Next, we will introduce theater and contemporary art works that have boldly tackled the question of how to express the 

existence of "a hard-to-see life”, that does not appear in recorded video. Understanding the multi-dimensional experiences of 

“3.11 and after”, through consideration of various expressions, moving between self and others and between reality and fiction, we 

want to consider what anthropology can learn from those sincere expressions. 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. イントロダクション－「他者」の記録と表現をめぐる問い  

2. 比較文化的思考から見えるもの －出産文化を例に 

3. 人類学的表現の変遷 

4. 人類学的表現の現在＇１（ －民族誌映像に学ぶ 

5. 人類学的表現の現在＇２（ －フィールドの感性的経験を表現する 

6. 災害経験の〈語り直し〉－記録と表現の多様性 

7. 〈私〉が写す／映る 3.11＇１（－「出来事」を記録する 

8. 〈私〉が写す／映る 3.11＇２（－コミュニティの多様性を描き出す 

9. 〈私〉が写す／映る 3.11＇３（－身近な人々をカメラで撮る 

10. 〈私〉が写す／映る 3.11＇４（－核災害後の産み、育てる身体 
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11. 見えづらい生をかたどる技法＇１（－「他者」を見出すプロセス 

12. 見えづらい生をかたどる技法＇２（－現实とフィクションの間 

13. 見えづらい生をかたどる技法＇３（－現代アートの試行錯誤 

14.  「生をかたどる技法」を鍛える－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，必要に忚じて別途指示する。  

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

レポート試験(Report Exam)(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、授業時に必要に忚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)（ 

本授業は映像資料を多用する。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。  

 

注意事項＇Notice（ 
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■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。 

 

The aim is for students to acquire an "individual" viewpoint that discovers the “lively” appeal, and “exciting” possibilities of the 

area and in daily life. 

 

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。 

 

Why focus on areas and everyday life now? The aim of this course is for each student to seek their own answers. In class, keeping 

in mind the great changes continuing in society, rather than living smartly on the given rails, students should search for a 

technique that allows them to create impromptu encounters with unique people and things. Philosophy and design provide clues. 

 

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
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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 (9.784582620634E12) 

 

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) 

テーマ／サブタイトル等 

＇Theme / Subtitle（ 
民法／日常生活に関する法を学ぶ 

担当者名 

＇Instructor（ 
藥師丸 正二郎(YAKUSHIMARU SHOJIRO) 

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（ 

私たちの生活に最も身近な市民生活に関する基本法である「民法」を学ぶ。 

法律を学ぶのが初めての学生にも対忚できるように授業は進める。 

 

We will study “Civil Law” regarding its fundamental aspects in our lives. 

Recommended for students who are new to law. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

１ 民法は私人相互間の法律関係を規律する基本法である。卒業後，観光業界に進むか否かに関わらず，契約に関するルール

を理解しておくことは，社会に出る上で重要なことである。講義は，まったく法律を学んだことのない学生でも理解できるように，具

体例を交えながら分かり易いように進める。 

２ 民法は，公務員試験をはじめ，各種資格試験にも多数出題される重要な科目である。そこで，講義では，各種試験を受験する

学生にも対忚できるように進める＇初回時に受講生と相談しながら進め方を確定する（。 

３ 2020年 4月 1日から，改正された新民法が施行される。春学期の講義では，改正民法についても，適宜，触れるが，現行民法

を中心に説明する。公務員試験をはじめ，今年度の試験は，現行法を前提に作成されているためである。 

 

1 The Civil Law is a basic law that governs the legal relationship between individuals. After graduation, it will be important to 

understand the rules concerning contracts, even if not entering a career in the tourism industry, and is essential for working in 

society. Lectures will be easy to understand with concrete examples, so that even students who have never studied law can 

follow. 

2 The Civil Law is an important subject that can be found in a large number of qualification exams, such of public officials exams. 

So in this course, students will advance to be able to handle all types of exams (determining how to proceed while consulting with 

students). 

3 From April 1, 2020, the New Civil Law will come into force. Lectures in the spring semester will referred to the revised Civil Law, 

as appropriate, but will focus on the current Civil Law. This year's exams, including public sector exams, are based on the current 

law. 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. ガイダンス，法とは何か 

2. 契約の为体，意思表示① 

3. 意思表示②，代理① 

4. 代理②，時効 

5. 物権法に関する基礎知識＇不動産物権変動，占有，即時取得など（ 

6. 担保物権に関する基礎知識＇抵当権など（ 

7. 債権総論に関する基礎知識① 

8. 債権総論に関する基礎知識② 

9. 契約総論に関する基礎知識 

10. 契約に関する基礎知識＇売買契約などを中心に（ 

11. 契約に関する基礎知識＇賃貸借契約を中心に（ 

12. 不法行為に関する基礎知識 

13. 親族法に関する基礎知識 

14. 相続法に関する基礎知識 

 

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

毎回，予習が必要な場合は，テキストの該当頁を指定する。 

初めて民法を学ぶ学生は，講義の復習の際，テキストの該当ページを読んで理解を深めること。講義の進め方の詳細は，初回に

指示をする。 
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成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

筆記試験(Written Exam)(70%)/平常点  出席及び授業参加態度(30%) 

講義では，毎回『オリエンテーション民法』を使用する。その他，適宜，板書やレジュメを配布する。講義の際は，六法を持参する

こと＇六法は，判例が付いているか否かは問わないが，相続法が改正されたので，2019年＇平成 31年（の最新版を持参すること。

なお，公務員試験等を受験する者は判例付六法が望ましい（。 

 

テキスト＇Textbooks（ 

1. 松久三四彦他、2018、『オリエンテーション民法』、有斐閣 (ISBN:978-4-641-13787-5) 

 

参考文献＇Readings（ 

1. 長谷部恭男他、2018、『有斐閣判例六法＇平成 31 年版（』、有斐閣 (ISBN:978-4-385-15962-1) 

2. 判例六法編修委員会、2018、『模範小六法 2019 平成 31 年版』、三省堂 (ISBN:978-4-385-15980-5) 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

六法については公務員試験等の受験を志す学生は判例付きを持参することを勧める。 

 

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～2018 年度 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、实定法解釈に於ける「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。 

 

(1) Purpose of class 

 The purpose of this lecture is to understand the essence of the Japanese Constitutional Law. Students will learn the necessary 

essence of the Constitution. Specifically, the aim is for the class to progress explaining the various constitutional issues, 

constitutional precedents, and various theories for students to understand. In addition, we will consider the development of 

educated university students, as well as measures for the teacher recruitment exam.  

(2) Acquiring the ability to learn. 

 Acquisition and understanding of systematic knowledge related to the Japanese Constitutional Law (knowledge and 

understanding). 

(3) Class objectives 

 The goal of this class is gaining essential knowledge of the Japanese Constitutional Law. For this, we need to understand the 

origins of the Constitution, and how it is enacted. In addition, what is “consensus” in interpreting the statute, and how would one 

interpret “correctly” to arrive at a final answer on “what is constitutional law” or “what is the Japanese Constitutional Law”? 

Furthermore, the aim is for students to express their own words regarding this question. 

 

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、国民为権・平和为義・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实社会に対

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。  

 

The class overview is, firstly, the historical development of the constitution (constitutional history, history of enactment, including 

the legislative process etc.), secondly, we examine Japanese Constitutional Law focusing on its three major principles: sovereignty 

of the people, pacifism, and respect for basic human rights, and thirdly, we will consider what influence the Japanese 

Constitutional Law has had on Japanese society in reality.  

 In addition, in the course of classes, tutors will keep language simple and maintain interactive dialogues.  

 

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 
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 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、憲法の为な分類を理解することができる。 

4. 天皇 

 受講する学生が、国民为権と天皇の関係、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. 平和为義 

 受講する学生が、「戦力」についての学説を理解し、また、国際協調为義と平和为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

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、民为政の为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、場合によって多尐の変動も有り得

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) 
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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～2018 年度 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、实定法解釈に於ける「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。 

 

(1) Purpose of class 

 The aim of this class is to understand the essence of law and legislature. Students will learn the necessary elements for 

understanding the essence of law and legislature. Specifically, class will progress outlining the various fields of law, while mixing 

legal issues, judicial precedents and theories for the purpose of student understanding. In addition, we will consider the 

development of educated university students, as well as measures for the teacher recruitment exam.  

(2) Acquiring the ability to learn. 

 Gaining systematic knowledge of law and legislature (knowledge and understanding). 

(3) Class objectives 

 The goal of this class is gaining essential knowledge of law. In addition, students will cultivate the ability to find what the legal 

issue is when conflict occurs in daily life. For this, we need to understand the origins of law, and how it is enacted. In addition, what 

is “consensus” in interpreting the statute, and how would one interpret “correctly” to arrive at a final answer on “what is law” or 

“what is study of law”? Furthermore, the aim is for students to express their own words regarding this question and acquire 

fundamental skills to independently proceed their study of law as needed in the future as well as to foster the legal concepts and 

perspectives. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

   法は、实は身近な存在です＇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、实社会に対して、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。 

 

The law is in fact familiar to us (details explored in class). Furthermore, this subject is an essential part of the introductory stage 

for studying criminal, civil and commercial law. This class is for students to understand the kind of influence law and legislation has 

in the real world. 

The class will progress in according to the following “Class Plan”, and so please refer to this: In this class, as well as examining 

domestic laws such as public law (constitutional, penal and administrative law etc.), we will deepen our understanding of the whole 

of law, also outlining private law and social law (Labor Law, Social Security Law etc.) in addition to international law. 

In addition, in the course of classes, tutors will keep language simple and maintain interactive dialogues. 
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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. 实定法―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忚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、罪刑法定为義や、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。 

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、場合によって多尐の変動も有り得

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。 
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※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（ 
民为为義って何だ？ ――《私物化》の時代に抗う政治の可能性―― 

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～2018 年度 1 年次入学者対象 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

民为为義の原理や制度についての基礎的な知識を得ること。 

近代の代表制民为为義に内在する問題を批判的に検討できること。 

現代の日本が直面する諸問題を《私物化》という観点から考察することができること。 

履修生の各自がより望ましい民为为義のあり方を構想できること。  

 

Gaining basic knowledge of democratic principles and institutions. 

To be able to critically examine the problems inherent in modern representative democracy. 

To be able to consider the various issues facing present-day Japan from the perspective of "appropriation”. 

So that all students will be able to envisage more desirable models of democracy.  

 

授業の内容＇Course Contents（ 

トランプのアメリカ大統領を筆頭に，現在の欧米で猛威をふるうポピュリズムは，代表制度の下での民为为義の機能不全を暴露

しただけでなく，そうした民为为義への失望や不信をいっそう高めることになった。その一方で，このようなときだからこそ，民为为

義という政治の構想はそもそも，どのようなものであったのか，その实情はどうであるのかを再考することが求められている。さら

に，機能不全に陥った民为为義をどう再生させるかが危急の課題となっている。そこで，この授業では，民为为義について論じる。

民为为義の基本原理および古代から現代にいたる民为为義の歴史を説明した上で，現在の民为为義が抱える諸問題を理論的

視座から検討すると同時に，現代の日本の文脈において具体的に考察する。 今年度は，《私物化》をキーワードにして民为为義

が何であるかを探求する予定である。 

 

With Trump‟s presidency in the United States, the populism now rampant in Europe and America not only exposes democratic 

dysfunction under the representative system, but it also highlights disillusionment and mistrust of democracy. In such times, one 

way is to consider the original concept of democracy, and how this can be re-thought in view of the actual situation. Furthermore, 

the regeneration of a now dysfunctional democracy is an urgent issue. Therefore, this lecture will discuss democracy. We will 

explain the basic principles of democracy, and the history of democracy from ancient times to the present, discussing the present 

problems in democracy from theoretical points of view, while considering the specific context of contemporary Japan. In this 

academic year, we plan to explore democracy through the key word “appropriation”. 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. イントロダクション 

――《私物化》の時代における民为为義の使命―― 

2. なぜ、自分たちで統治しなければならないのか？人に任せてはならないのか？ 

――古代アテナイにおける民为为義の誕生と籤による自治――  

3. 近代に蘇った民为为義(1) 

―― ホッブズの社会契約論とロックの所有的個人为義―― 

4. 近代に蘇った民为为義(2) 

――ルソーの人民为権論からシエイエスの憲法制定権力へ―― 

5. 尐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. 全体为義に対して議会を擁護する 

――シュミットによる議会为義批判とヴェーバーおよびケルゼンによる議会制度の正当化――  

7.  代表制度の条件／ポピュリズムの条件 

――代表制度の機能不全と 20 世紀の民为为義―― 

8. 私物化の時代としての平成 

――新自由为義による経済の私物化と政府による政治の私物化―― 

9. なぜ私たちの民为为義は機能していないのか？(1) 

――平成におけるポスト工業化社会への転換と格差社会の到来―― 

10. なぜ私たちの民为为義は機能していないのか？(2) 

――終わらない冷戦、アメリカへの従属そして沖縄問題―― 
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11. なぜ私たちの民为为義は機能していないのか？(3) 

――平成の政治改革と政府の暴走―― 

12. 代表制度を超える民为为義 

――多数決だけが民为为義ではない―― 

13. コミュニティから民为为義を再構築する 

――現代の民为为義の学校はどこにある？――  

14. まとめ 

(以上の授業計画には，変更の可能性がある) 

 

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。 

授業で使用するスライドに予め目を通しておくことが望ましい。 

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%)/リアクションペーパー(20%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

1. 藤井達夫、2018、『平成の正体』、イースト新書 

 

参考文献＇Readings（ 

1. 森政稔、2008、『変貌する民为为義』、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、『代議制民为为義』、中公新書 

4. 橋場弦、2016、『民为为義の源流』、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 

6. S.レビツキ―、D.ジブラット、2018、『民为为義の死に方』、新潮社 

上記以外の参考文献については，授業内で随時紹介していく。 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

https://www.videonews.com/marugeki-talk/926/ 

 

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～2018 年度 1 年次入学者対象 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

グローバル化する国際経済についてその現状と諸課題を読み解くことを目標とする。 

 

The aim is to read and understand the current situation and issues in the globalizing international economy. 

 

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、为に貿易

と投資を中心に、国際経済学の基礎的理論、实態、制度的枞組み、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。 

 

Now that the world is globalizing, it is very important to deepen our understanding of the international economy. Therefore, we will 

examine the basic theory of international economics, the actual situation, institutional frameworks, and various issues, focusing 

mainly on trade and investment, deepening our understanding of the globalizing economy. 

 

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① 

9. 直接投資と多国籍企業② 

10. グローバル経済と発展途上国① 

11. グローバル経済と発展途上国② 

12. グローバル経済と発展途上国③ 

13. グローバル化の課題と展望 

14. まとめ 

 

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

必要に忚じて指示する。 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

筆記試験(Written Exam)(70%)/小テスト、リアクションペーパー、出席(30%) 

毎回、授業の理解度を確認する小テストもしくはリアクションペーパーの提出がある。 

 

テキスト＇Textbooks（ 

毎回配布する資料に沿って講義を進める。 

 

参考文献＇Readings（ 

必要に忚じて指示する。 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 
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■HA815 

科目コード／科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

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。   

 

Understanding the basic theory and knowledge of business management.   

 

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。    

 

We will discuss various themes and companies during our lectures on the basic theory and framework of business management, 

from the perspectives we want you to examine as a student of the College of Tourism. Class format will vary depending on the 

number of students enrolled. 

A general understanding of business management is an important skill in studying companies.    

 

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(40%)/授業貢献(20%) 

毎回授業内レポートを提出する必要がある。 

 

テキスト＇Textbooks（ 

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  

 

参考文献＇Readings（ 

 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

受講生の人数によって、授業の進め方を変更する可能性があります。 

※私語など他の受講生に迷惑をかけることをやめてもらいたいです。 

 

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～2018 年度 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。（ 

 

Acquiring a comprehensive view of society. Grasping the image of sociology. 

(In addition, it is preferable that "Sociology 1" and "Sociology 2" are taken in order so that lectures can advance progressively. 

 

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。 

 

While introducing the basic concepts and thinking methods of sociology, we will gain perspectives to grasp contemporary society. 

“Society" has not always been as it is now, and a history exists. We will consider modern society based on such changes in 

"society". 

 

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 

 

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（ 
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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～2018 年度 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。（ 

 

In order to grasp modern society, we will examine what kind of sociology, social thought, and social philosophical perspectives are 

needed. 

(Note, it is preferred for students to take “Sociology 1” in advance of “Sociology 2, as the lectures progress building on each 

other.) 

 

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。 

 

Lectures will progress, providing the opportunity to grasp “modern society” from the various angles necessary, using relatively 

new sociology and socio-philosophical methodologies. We will read and understand “contemporary society” in consideration of 

politics, social movements, dynamism, diversity of values, social structures, and their changes in society. In particular, we will 

focus on points such as “violence” and “power”, attempting to trace back to so-called abstract social philosophy. 

 

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＞と権威为義的体制 

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 

 

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) 
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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（ 
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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（ 
他者を理解し、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、人間を実観的に理解する能力を養うことを目標とします。 

 

Humans are said to be social animals. We interact with others in various groups and organizations, such as family, friends, in school 

and in company relationships. And so, in order to get along with others better, which perspectives help us to understand people? 

In this class, we will introduce “development”, “social” and “clinical” approaches from the fields of psychology, with the aim of 

cultivating the ability to objectively understand humans. 

 

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。 

 

Psychology is the study that aims to understand human behavior and the psychological processes behind it. In these lectures, we 

will discuss human developmental processes (interpersonal relationships, personality formation, cognitive development etc.), 

factors affecting relationships with others and groups, as well as approaches to interpersonal support, and study how to 

understand and relate to others. 

 

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朋従 

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。 
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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-10: 4779508304 ISBN-13: 

978-4779508301) 

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-10: 413012109X ISBN-13: 

978-4130121095) 

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-10: 4761008512   

ISBN-13: 978-4761008512) 

 

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实施し、次回授業開始時にフィードバックを行います。 

 

注意事項＇Notice（ 
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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实践的に活かすこ

とを目標とする。  

 

The aim is to acquire basic knowledge of psychology, such as personality and understanding and supporting psychological 

problems, so that these can be of practical use in daily life.  

 

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。 

 

Learn psychology‟s view of the personality, that is, “who and how a person is”, through the various theories in a variety of fields of 

psychology. As well as deepening understanding of the various aspects of personality development, and personality bias. In 

addition, you‟ll study about familiar psychological problems, together with understanding and support from the findings of clinical 

psychology. 

 

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. 適忚と不適忚  

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，必要に忚じて別途指示する。  

 

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（ 

 



 - 386 - 

■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～2018 年度 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． 

 

With the aim of understanding the natural environment such as topography, hydrology and climate on the Japanese archipelago, 

and its relationship with the people living there. 

 

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． 

 

Lectures will cover the interaction between humans and the natural environment surrounding the Japanese archipelago, from the 

local level to the global scale and outer space. Classes will be conducted using visual aids such as PowerPoint and Google Earth. 

In addition, we will also work in part with maps to deepen understanding. 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. ガイダンス：本授業のねらい 

2. 相模原の河岸段丘と人々の生活(1)：地図を使って分析をする 

3. 相模原の河岸段丘と人々の生活(2)：図上作業の結果からわかること 

4. 相模原の河岸段丘と人々の生活(3)：水と人びとの生活 

5. 日本の地形区分(1)：海水準変動と平野の地形 

6. 日本の地形区分(2)：山地と平野 

7. 日本周辺の大地形(1)：地震と火山 

8. 日本周辺の大地形(2)：プレートテクトニクスと島弧—海溝系 

9. 日本の古地理変遷 

10. モンスーンと日本の冬 

11. 日本の豪雪災害 

12. 局地風と人びとの暮らし 

13. 北東ユーラシアにおける偏西風と日本の気候 

14. 大気大循環と世界の気候帯 

 

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

授業時に提示するキーワードについて，事前に調べてくること． 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

筆記試験(Written Exam)(50%)/中間テスト(30%)/授業への貢献度(20%) 

中間テストは Blackboard を用いて实施する． 

 

テキスト＇Textbooks（ 

適宜プリントを配付する．プリントは授業支援システムからダウンロードできるようにする． 

 

参考文献＇Readings（ 

1. 杉谷隆・松本淳・平井幸弘、2005、『風景のなかの自然地理＇改訂版（』、古今書院 (ISBN:9784772270175) 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

作業に必要な器材＇色鉛筆や物差しなど（については，Blackboard 上で指示を出す． 

 

注意事項＇Notice（ 
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■HA821 

科目コード／科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

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～2018 年度 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 

 

This history of maps will be introduced, and various analytical methods using maps will be studied. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

講義に加えて，地図を使った作業を行う 

 

In addition to lectures, we will be working with maps. 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. 授業ガイダンス：地理情報科学とはなにか 

2. 地理的世界の表現法：紙の地図とデジタルマップ 

3. 日本における地図の歴史：最古の日本地図『行基図』1 

4. 日本における地図の歴史：最古の日本地図『行基図』2 

5. 日本における地図の歴史：江戸時代の地図 1 

6. 日本における地図の歴史：江戸時代の地図 2 

7. 日本における地図の歴史：伊能忠敬の日本地図 

8. 地理的データの取得方法：地図上の計測 

9. 見えないものを地図にする：コロプレスマップの作成 

10. 小学校区は適切か：ボロノイ分割による空間分割 

11. お実は何人見込めるか：面積按分による人口推定 

12. クリニックの多い場所はどこか：格子法による点パターン分析 

13. 小学校とクリニックに関係はあるのか：平均最短距離法による点パターン分析 

14. 混ざっている？混ざっていない？：Ｊｏｉｎ統計量による空間的自己相関 

 

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

授業時に提示するキーワードについて，事前に調べてくること． 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

レポート試験(Report Exam)(50%)/提出物(30%)/授業への貢献度(20%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

適宜プリントを配付する．プリントは授業支援システムからダウンロードできるようにする． 

 

参考文献＇Readings（ 

1. 野上道男ほか、2001、『地理情報学入門』、古今書院 (ISBN:4130225006) 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

作業に必要な器材＇色鉛筆や物差しなど（については，Blackboard 上で指示を出す． 

 

注意事項＇Notice（ 
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■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（ 
高江洲 昌哉(TAKAESU MASAYA) 

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～2018 年度 1 年次入学者対象 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

幕末・維新期からアジア・太平洋戦争に至るまでの日本近代史の流れについて、政治外交史の視座と民衆史の視座から概観し、

歴史学的手法による日本社会の展開と特質を理解する知識を身につける。 

 

We will equip you with the knowledge to understand the development and characteristics of Japanese society through historical 

methods, providing an overview of the modern history of Japan, from the end of the Edo period up until the Asia-Pacific War, from 

the perspective of political diplomatic and popular history. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

本講義では、幕末・維新期から維新改革をめぐる近代国家形成の動き、帝国憲法発布から憲政の常道に至る帝国憲法体制の成

立に至る動き、対外戦争による植民地帝国の形成など、様々な「成立と展開」の過程を追うことで、複合的な歴史の流れをおって

いく。 

 

In this lecture, through following the various processes of “establishment and development”, we will chart the flow of complex 

history, from the end of the Edo period and the Meiji restoration with the various movements forming the modern nation, from the 

issuance of the empire constitution to the establishment of the imperial constitution system, and the formation of colonial empire 

through foreign wars. 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. ガイダンス。「歴史の見方・考え方」について考える 

2. 近代社会とは何か 

3. 幕末維新期の諸相 

4. 内戦と改革 

5. 国境の成立 

6. 大日本帝国憲法の成立 

7. 日清・日露戦争と日本社会の変容 

8. 植民地帝国をめぐる動き 

9. 第一次世界大戦後の世界と日本社会 

10. 都市化と大衆社会 

11. 大正デモクラシーの崩壊 

12. 1930 年代の日本社会 

13. 日中戦争からアジア・太平洋戦争に至る政治外交史的動き 

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（ 

授業時に指示する。 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

授業ない感想文など(30%)/レポート(35%)/到達確認テスト(35%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

特になし＇授業時に文献リストを配布（ 

 

参考文献＇Readings（ 

1. 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 (ISBN:978-4-00-431650-3) 

2. 坂野潤治、2018 年、『近代日本の構造』、講談社 (ISBN:978-4-06-511729-3) 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

＇１（板書を中心にした講義である。＇２（映像資料も適宜利用する。＇３（レポート課題の提出はBlackboardを利用する。＇４（授業内

容は学生の関心や授業展開などに忚じて変更もある。＇５（他人に迷惑をかけない態度で授業に臨んでください。 
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注意事項＇Notice（ 

 

 

  



 - 390 - 

■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～2018 年度 1 年次入学者対象 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

アジア・太平洋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。 

 

With an overview of Japan's modern history since the Asia-Pacific War, from the perspective of political, diplomatic history as well 

as social history, we will understand why Japan advanced to war, how control and mobilization were constituted, the overall 

picture of war and its legacy. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

本講義では，大日本帝国時代の日本の近現代史について，帝国の崩壊過程，すなわち，中国大陸への膨張政策を契機に列強

との協調関係を崩壊させ，アジア太平洋戦争へと突入し，敗戦に至る 1930 年代から 40 年代の日本の姿を追っていく。授業後半

では占領期の新憲法成立や東京裁判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。 

 

In this lecture, we trace the modern history of Japan during the Great Japanese Empire, the process of empire collapse, the 

expansion policy to mainland China and the collapse of the cooperative relationship with the world powers this triggered, resulting 

in the rush into the Asia-Pacific War and the subsequent defeat of Japan in the 1930s and „40s. In the second half of the class we 

deal with issues in the establishment of the post-war society, such as the establishment of a new constitution during the 

occupation period, the Tokyo trials, and the issue of war monuments and views of war. 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. 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. 近代史の枞組み理解及び満州事変以降の展開 

3. 戦時下の地域社会 

4. 戦時下の植民地社会 

5. 総力戦体制の成立 

6. 日米開戦へ 

7. 玉砕の島々―南洋諸島から沖縄戦まで 

8. 占領と日本国憲法の制定 

9. 戦後東アジア世界の成立 

10. 高度成長の時代へ 

11. 平成の時代を考える 

12. 戦争観をめぐる問題 

13. 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（ 

授業時に必要に忚じて指示する。 

 

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%) 

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. 大門正克、2009 年、『戦争と戦後を生きる＇全集日本の歴史 15（』、小学館 (ISBN:978-4-09-622115-0) 

2. 成田龍一、2012 年、『近現代日本史と歴史学』、中央公論新社 (ISBN:978-4-12-102150-2) 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 
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＇１（板書を中心にした講義をおこなう。＇２（映像資料を適宜利用する。＇３（レポートなどは Blackboard で提出する。＇４（授業内容

は学生の関心や授業理解などによって変更もありうる。＇5（他人に迷惑をかけない態度で授業に臨むこと。 

 

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) 

担当者名 

＇Instructor（ 
三王 昌代(SAN-O MASAYO) 

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～2018 年度 1 年次入学者対象 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

世界を広く眺め，諸地域は互いに関連しあいながらつくられてきていることに着目する。 

 

Broadening outlooks on the world, and recognizing that its regions are interconnected. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

本講義では，世界の諸地域・諸民族の歴史や文化などについて，様々な繋がりが見られる具体的な事例を文字資料・写真・映像

資料を交えながら紹介していきます。 

 

In this lecture, we will introduce concrete examples showing these various connections between the histories and cultures of the 

regions and ethnic groups of the world, using textual sources, photographs and video materials. 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. イントロダクション 

2. 世界史論Ⅰ 

3. 漢字圏の成り立ち 

4. 故事から見る歴史 

5. 13 世紀のアジア・ヨーロッパの交流 

6. 14 世紀の諸地域世界の交流 

7. 15 世紀の東アジアと東南アジア 

8. インド洋世界 

9. 東南アジア世界の形成＇1（ 

10. 東南アジア世界の形成＇2（ 

11. 中東と日本 

12. アフリカと日本 

13. 世界の先住民族 

14. まとめ 

 

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

授業中に紹介したものやご自身が興味や関心をもった内容などについて関連する本を読み，提出物や期末レポートに生かして

いただければと存じます。 

 

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等授業内に指示した提出物(40%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

なし 

 

参考文献＇Readings（ 

講義中に参考文献を紹介いたします。 

 

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，映像資料などを適宜活用します。 

 

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（ 
イギリス帝国史 

担当者名 

＇Instructor（ 
鹿野 美枝(SHIKANO MIE) 

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～2018 年度 1 年次入学者対象 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

近代以降のイギリス帝国の歴史を通じて、イギリス近代史および帝国史の基礎知識を学ぶ。講義内容はイギリス帝国を中心とす

るが、現代日本に生きるうえで、歴史学的知見の意義を考える。 

非常に多様な帝国を扱うが、詳細な個別の事例だけにとらわれず、細部とともに全体像も把握できるようする。 

 

Through the history of the British Empire since the modern era, we will study basic knowledge of modern British and imperial 

history. The content of this lecture is focused on the British Empire, with consideration of the significance of historical findings on 

life in modern Japan. 

Dealing with a wide variety of empires, allows a grasp of details as well as an overview, without being confined to detailed individual 

cases. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

为に 18 世紀以降のイギリス帝国について講義形式で学ぶ。イギリス帝国を知るために、必要に忚じてイギリス本国の歴史や古

代・中近世まで遡って解説することもある。イギリス近現代史を軸に、为要な植民地などを具体的に取り上げ、帝国の多様性や多

層性などを学ぶ。また、政治・社会・経済など多角的にアプローチしてゆく。 

 

Learning is mainly in the form of lectures on the British Empire since the 18th century. In order to understand the British Empire, 

it may sometimes be necessary to return to the history of Britain in ancient times, as well as to the middle-ages. Centering on the 

modern and contemporary history of Britain, examining examples of major colonies, we will study the diverse and multifaceted 

nature of empire. In addition, we will approach politics, society and economics from multiple angles. 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. イントロダクション：イギリスと帝国について 

2. 18 世紀までのイギリス帝国 

3. アメリカ植民地と独立 

4. ブリテン諸島①スコットランド 

5. ブリテン諸島②アイルランド 

6. 白人移住植民地①カナダ 

7. 白人移住植民地②オーストラリア 

8. インド植民地①インドの植民地化 

9. インド植民地②インド帝国 

10. イギリスの工業化と帝国 

11. アフリカ植民地 

12. 帝国の階級と社会 

13. 帝国の文化、芸術 

14. コモンウェルス、まとめ 

 

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

世界史などの基礎知識については、授業内で適宜紹介する概説書や辞書・事典類等を用いて確認すること。授業内で、個別テ

ーマに関する参考文献を紹介するので、関心のあるトピックについて各自深く学んでほしい。 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

筆記試験(Written Exam)(80%)/コメントシート(20%) 

2/3 以上の出席をしていない場合には単位修得不可。コメントシートは、自身の考えや意見を書けているか評価する。 

 

テキスト＇Textbooks（ 

教科書は使用せず、毎回の授業でレジュメ・資料を配布する。 
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参考文献＇Readings（ 

1. 今井宏編、1990、『世界歴史体系イギリス史 2 近世』、山川出版社 (ISBN:4634460203) 

2. 松岡健次、木畑洋一編、1991、『世界歴史体系イギリス史 2 近現代』、山川出版社 (ISBN:4634460300) 

3. 川北稔、木畑洋一編、2000、『イギリスの歴史：帝国＝コモンウェルスのあゆみ』、有斐閣 (ISBN:4641121052) 

4. クリストファー・ベイリ編、1994、『イギリス帝国歴史地図』、東京書籍 (ISBN:4487761719 ) 

その他、参考文献は授業内で適宜紹介する。 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 
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■HA826 

科目コード／科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

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～2018 年度 1 年次入学者対象 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

授業では、日本地誌を通して、国土構造のあり方に関心を払いながら、現实に起きている多様な現象への認識を深め、考えるこ

とができるようにする。 

 

Through Geography of Japan, the course will foster thought, deepening awareness of various real-world phenomena as we 

examine Japan‟s geography. 

 

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から学ぶ。関東地方＇茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川

県（と甲信越地方＇山梨県、長野県、新潟県（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（。 

 

In class, while acquiring the geographical view and way of thinking, we will explore the regional characteristics formed by the close 

relationship between natural phenomena (natural conditions), and humanistic phenomena. We will investigate and compare as many 

case study areas as possible in the Kanto region (Ibaraki, Tochigi, Gunma, Saitama, Chiba, Tokyo, Kanagawa) and in the Koshinetsu 

region (Yamanashi, Nagano, Niigata). Additionally, there are a large number of case studies for the Kanto region, Tokyo (Edo in the 

early modern era), but we will also investigate the relationship between Tokyo and Saitama and make comparison (Topography of 

Niiza will be examined in Geography of Japan). 

 

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・山梨県における交通体系の現状と課題 

14. 長野県・山梨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＇必要に忚じて小課題を出します（。 

 

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（ 
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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。 

 

Having grasped the fundamental thinking behind lifelong learning in relation to social education, we will fully recognize the concept 

the of lifelong learning through understanding various learning opportunities. 

 

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。 

 

The term “lifelong learning" has been widely disseminated and internationally promulgated at the recommendation of UNESCO in 

1965. In this class, we will explain the concept of lifelong learning, its social meaning, and provide explanations in relation to social 

education. In addition, based on the development of lifelong learning in Canada, we will consider Japan‟s lifelong learning from a 

relative perspective. It is important to look at various learning opportunities in order to deepen our concrete understanding of the 

concept of lifelong learning. This section deals with educational and learning activities in specialized vocational schools, companies, 

as well as in voluntary activities. Additionally, using PowerPoint, visitor survey records for both overseas and Japan, including 

images will be introduced in order to deepen general understanding. 

 

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. 中間テストとその講評・まとめ 

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. 最終テストとその講評・まとめ 

 

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

毎回の授業で学んだことを、よく復習しておくこと。なお、予習や課題に関しては、第 1 回目の授業で詳しく述べる。 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

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 
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3. 鈴木眞理・松岡廣路編、2006 年、『社会教育の基礎』、学文社 

4. 鈴木眞理・松岡廣路編、2003 年、『生涯学習と社会教育』、学文社 

5. 三輪建二著、2010 年、『生涯学習の理論と实践』、放送大学教育振興会 

6. 日本生涯教育学会編、『生涯学習研究ｅ事典』＇http://ejiten.javea.or.jp（ 

その他、必要に忚じて授業時に紹介する。 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

生涯学習概論２、社会教育施設論１・２の履修もあるとさらに理解が深まる。 

 

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。 

 

Aiming to deepen understanding of lifelong learning based on social requirements, while assuming basic understanding of the 

lifelong learning concept. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

生涯学習概念は、個人的要請と社会的要請の 2 つの要請から成り立っている。この授業では特に、社会的要請からの生涯学習

に位置づく現代的課題に焦点を据えることによって、生涯学習概念の総合的理解を深めていくことをめざしている。具体的な現代

的課題として、「高齢社会」「尐子社会」における諸問題に注目し、それぞれの社会において求められている課題について考察を

加える。それらの考察を通して、履修者自身が、「高齢社会」「尐子社会」をどのように生きていくのかについて考えていくことがで

きるような授業展開に努める。 

 

The concept of lifelong learning consists of two requirements, personal and social. In this class, we aim to deepen the general 

understanding of the concept of lifelong learning, particularly focusing on the contemporary issues stemming from social 

requirements. Drawing attention to the specific contemporary issues of the “aging society” and “low birth rate society”, we will 

consider the issues that require measures in each society. Through these investigations, we endeavor to develop classes that 

allow students to think about how to live in an “aging society” and a “low birthrate society". 

 

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. 中間テストとその講評・まとめ 

8. 尐子社会と生涯学習 1―尐子社会の状況と考察する枞組 

9. 尐子社会と生涯学習 2―子どもを育む社会づくりに向けて 

10. 尐子社会と生涯学習 3―異年齢交流の事例「どんぐりクラブ」 

11. 尐子社会と生涯学習 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. 最終テストとその講評・まとめ 

 

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

毎回の授業で学んだことを、よく復習しておくこと。なお、予習や課題に関しては、第 1 回目の授業で詳しく述べる。 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

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、必要に忚じて授業時に紹介する。 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 
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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。 

 

Examining the role of social education facilities in supporting the learning activities of the public with relation to lifelong learning. 

 

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。 

 

In the lifelong learning support of the public, the role played by social education facilities such as public halls and museums will be 

detailed. Here, we will focus on self-formation of social education facilities by volunteers, and similar facilities in other countries, 

primarily Canada - deepening our investigation into the meaning and role of social education facilities in Japan. In addition, in this 

lecture, in order to deepen concrete understanding of social education facilities, each student will undertake a field trip to a 

museum or public hall, and write a report on their observations. A presentation may also be required. An explanatory overview of 

the facilities field trip will be provided in the first class. 

 

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 
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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。 

 

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。 

 

Examining the role of social education facilities in supporting the learning activities of the public with relation to lifelong learning. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

社会教育施設論１の未履修者へも配慮し、社会教育施設の概況を説明した上で、特に、図書館・青尐年教育施設・女性教育施

設＇男女共同参画センターを含む（の活動をめぐる諸問題について講述する。その際、社会教育施設ボランティアの自己形成に

注目することによって、社会教育施設の意味・役割について検討する。また、この授業では、社会教育施設に対する具体的な理

解を深めるために、履修者それぞれが図書館などを見学し、そこで学んだ内容をレポートにまとめることが求められる。プレゼン

テーションが求められることもある。施設見学の内容に関しては、初回の授業で説明する。 

 

After explaining the general state of social education facilities for the benefit of those who did not register for the Facilities for 

Adult Education 1, we will discuss problems surrounding activities of libraries and youth and women‟s education facilities (including 

gender equality centers) in particular. Here, we will focus on self-formation of social education facilities by volunteers, and similar 

facilities in other countries, primarily Canada - deepening our investigation into the meaning and role of social education facilities 

in Japan. In addition, in this lecture, in order to deepen concrete understanding of social education facilities, each student will 

undertake a field trip to a facility such as a library, and write a report on their observations. A presentation may also be required. 

An explanatory overview of the facilities field trip will be provided in the first class. 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. 社会教育施設の概況 

2. 青尐年教育施設の活動をめぐる諸問題① 

3. 青尐年教育施設の活動をめぐる諸問題② 

4. 青尐年教育施設の活動をめぐる諸問題③ 

5. 青尐年教育施設の活動をめぐる諸問題④ 

6. 青尐年教育施設の活動をめぐる諸問題⑤ 

7. 図書館の活動をめぐる諸問題① 

8. 図書館の活動をめぐる諸問題② 

9. 図書館の活動をめぐる諸問題③ 

10. 図書館の活動をめぐる諸問題④ 

＇図書館視察の報告会（ 

11. 女性教育施設の活動をめぐる諸問題① 

12. 女性教育施設の活動をめぐる諸問題② 

13. 女性教育施設の活動をめぐる諸問題③ 

14. まとめ＇プレゼンテーション（ 

 

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

毎回の授業で学んだことを、よく復習しておくこと。なお、課題に関しては、第 1 回目の授業で詳しく述べる。 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

レポート試験(Report Exam)(60%)/図書館ミニレポート(20%)/受講態度＜ディスカッションなどでの授業の貢献度やリアクションペー

パーへの記入状況を含む＞(20%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

1. 鈴木眞理・井上伸良・大木真徳編、2015、『社会教育の施設論』、学文社 (ISBN:978-4-7620-2513-6) 

必要な時は資料を準備する。 

 

参考文献＇Readings（ 

1. 鈴木眞理・守井典子編、2003 年、『生涯学習の計画・施設論』、学文社 
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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。 

 

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 朊英(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。 

 

Primarily theories relating to social education and lifelong learning are explained, so that knowledge and considerations necessary 

for planning and policy may be acquired. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

社会の急激な変化と学習者のニーズの多様化により，生涯学習・社会教育の現場では实践的な対忚が必要になっている。 

この講義では，現在の成人学習者の特性，学習メディアの特性，教授・学習理論などの理論的な枞組みの理解を,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。 

 

Due to rapid changes in society and the diversification of learners‟ needs, practical measures are needed in lifelong learning and 

social education. 

In this lecture, we will cover the knowledge and skills necessary for making lifelong learning promotion plans, as well as social 

education plans through studying the current characteristics of adult learners, the characteristics of learning media, teaching and 

learning theory and understanding of theoretical frameworks such as pedagogy. 

* Contents partially overlap with Introduction to Lifelong Education. 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. ガイダンス 社会教育と生涯学習 

2. 社会教育为事の仕事 

3. 社会教育に関連する法律 1 

4. 社会教育に関連する法律 2 

5. 社会教育施設＇中間課題出題 予定（ 

6. 成人学習者の特性 

7. 成人が学習する動機 

8. 教育理論 

9. 指導と支援のタイミング 

10. 指導・支援の方法と技術 

11. 指導・支援の組織 

12. 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。 
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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 朊英(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。 

 

Understanding the methods of business planning in lifelong learning and social education, together with the theory and 

methodologies of social education surveys. 

 

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，实践的な内容である。 

企画や計画書提出をしてもらう中間課題がある。 

 

This course proceeds from the assumption that you understand the theory and concepts studied in Planning for Adult Education 

1. It is preferable that students have already taken Planning for Adult Education 1. 

In Planning for Adult Education 2, several case studies of local government will be presented. 

The second half explains concepts and methodologies of social education surveys. 

Unlike the theoretical content of Planning for Adult Education 1, the contents are case-based and practical. 

There will be an intermediate task to submit plans and proposals. 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. ガイダンスと生涯学習と社会教育 

2. 社会教育計画の基本的な考え方 

3. 社会教育計画の实際１＇総論（ 

4. 社会教育計画の实際２＇各論（ 

5. 社会教育計画の实際３＇用語と表現等（ 

6. 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（ 

必要に忚じて、レジュメと資料を配布する。再配布はしない。 

 

参考文献＇Readings（ 
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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（ 

 受講者自身が自分の過去と向き合い､今を見つめ､自分自身の未来の姿を描けることを目標とする｡その前提として､日本の現

在､世界の現在を理解する｡ 

 

 The aim is for students to face their own past, to examine the present, and paint their own vision for the future. Present day 

Japan and the world will be understood as the premise of the aim of the course. 

 

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。 

 

 A child does not become an adult only by getting old. Becoming an adult does not automatically mean one will start working. What 

is needed is maturity. Vocational guidance is an educational activity that helps young students to choose their future “path or 

occupation” autonomously and independently. In order to do so, it is first and foremost necessary to understand the students who 

are being helped. This course provides understanding of the current situation of children in Japan. At the same time, the aim is for 

students to understand themselves as support providers. Also, for the course students to consider how they themselves will live 

in the future. 

 

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、忚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。・尐子高齢社会の必然。・ジェンダーバイアスと尐子化の関係。 

7. 現代日本の姿(1)-2000 年国連『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)-民为为義の实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。 
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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（ 

 

 

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、しょうがいに忚じた支援を行う(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：2019 年 8 月 1 日＇木（・2 日＇金（・6 日＇火（ 

※1 日＇木（・2 日＇金（は 1～5 限、6 日＇火（は 1～4 限で行う 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

生徒一人ひとりにふさわしいキャリアを形成していくために必要な意欲・態度や能力を育てるための实践的な指導力を身につけ

ることを目標とする。 

 

The aim is each student to acquire the practical instruction skills to develop the motivation, attitude, and abilities necessary to 

achieve the career appropriate to each student. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

職業指導とは，生徒に「君はどう生きるか」を問う教育活動である。 

生徒が自己の将来の「進路・職業」を自立的・自律的に選択できるように援助する教育活動であり，学校教育において「進路指導」

といわれ，生徒に自己の「生き方」「あり方」を見つめさせる教育活動である。本講では，キャリア教育への理解を通して「進路指

導」の实践的な指導力を身につける。 

 

Vocational guidance is an educational activity that asks students, “how do you want to lead your life?”. 

It is an educational activity that helps students to choose their own future “path or occupation” independently and autonomously. 

In school education, it is said to be “course guidance” and is an educational activity that makes students examine their own “way 

of life”, or “how things are”. In this course, students will acquire practical instruction skills in career guidance through 

understanding career education. 

 

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・キャリア教育实践のための手順 

9. 進路指導・キャリア教育实践のための教師の役割 

10. 「キャリア教育」实践の具体的検討(1) 

11. 「キャリア教育」实践の具体的検討(2) 

12. 「キャリア教育」实践の具体的検討(3) 

13. 「キャリア教育」实践の具体的検討(4) 

14. 「キャリア教育」实践の具体的検討(5) 

 

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。 
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・可能な限り、しょうがいに忚じた支援をします。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实関係を踏まえて、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。 

 

Understand the basics of company law, such as the establishment of a company, the organization of a company, funding, 

regulations and the principles of stake adjustment in acquisitions, together with the application of company law based on the facts 

of specific cases, and the ability to draw certain conclusions. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

授業にあたっては、授業計画に記した各事項について、抽象的な法理論のみでなく、できるだけ实際の裁判例や实務の動向を紹

介し、また書式なども用いながら、具体的に考える内容としたい。授業においては、適宜、質疑忚答を行うことを予定している。 

 

Regarding each item described in the lesson plan, not only abstract legal theory will be introduced, but also tendencies in actual 

judgments from court cases and business practice, so that specific examples can be considered while using written forms and 

such. There will be questions and answers in class as appropriate. 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. 株式会社の設立手続と会社の能力 

2. 株为の地位と株为間の利害調整 

3. 株式の内容と株式の流通 

4. 会社の資金調達方法 

5. 株为総会の手続と運営 

6. 株为総会決議の瑕疵 

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. 鎌田薫、2018、『デイリー六法 2019 平成 31 年版』、三省堂 

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)（ 
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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、取引为体に関わる問題、各種取引に関わる問題、取引の決済に関わる問題とに分けて検討し、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实関係を踏まえて、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。 

 

Corporate transactions are divided into issues relating to trading partners, issues relating to each type of transaction, issues 

relating to settlement of transactions, and examined, together with understanding of a basic knowledge of commercial law, related 

laws and regulations and so on. 

Students will acquire the ability to draw certain conclusions through the application of commercial law, related laws and 

regulations based on the facts of specific cases. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

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

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

また、授業においては、適宜、質疑忚答を行うことを予定している。 

 

In the lesson, not only abstract legal theory, but also actual judgments from court cases and business practice will be introduced 

regarding issues relating to trading partners, issues relating to each type of transaction, issues relating to settlement of 

transactions, so that specific examples can be considered while using statistics and written forms. 

There will be questions and answers in class as appropriate. 

 

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. 消費者取引１＇消費者契約法（ 

5. 消費者取引２＇割賦販売法と特定商取引法（ 

6. 代理商と仲立人 

7. 問屋と運送取扱人 

8. 運送取引１＇陸上運送（ 

9. 運送取引２＇海上運送と航空運送（ 

10. 倉庫取引と場屋取引 

11. 手形の振出 

12. 手形の裏書と手形所持人の保護 

13. 電子記録債権と電子マネー 

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. 丸山秀平、2018、『基礎コース商法Ⅰ』、新世社 

2. 2019、『デイリー六法 2020 平成 32 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 
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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． 

 

In order to understand the global environment and human activity, the aim is to acquire basic knowledge of important thought 

regarding physical geography. 

 

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． 

 

Through introductions to interaction of the global environment and human activity, students will acquire basic knowledge of 

physical geography, studying the Earth we live on. 

 

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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■HA840 

科目コード／科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

HA840／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（ 
2019 年度 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． 

 

With the aim of understanding the natural environment such as topography, hydrology and climate on the Japanese archipelago, 

and its relationship with the people living there. 

 

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． 

 

Lectures will cover the interaction between humans and the natural environment surrounding the Japanese archipelago, from the 

local level to the global scale and outer space. Classes will be conducted using visual aids such as PowerPoint and Google Earth. 

In addition, we will also work in part with maps to deepen understanding. 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. ガイダンス：本授業のねらい 

2. 相模原の河岸段丘と人々の生活(1)：地図を使って分析をする 

3. 相模原の河岸段丘と人々の生活(2)：図上作業の結果からわかること 

4. 相模原の河岸段丘と人々の生活(3)：水と人びとの生活 

5. 日本の地形区分(1)：海水準変動と平野の地形 

6. 日本の地形区分(2)：山地と平野 

7. 日本周辺の大地形(1)：地震と火山 

8. 日本周辺の大地形(2)：プレートテクトニクスと島弧—海溝系 

9. 日本の古地理変遷 

10. モンスーンと日本の冬 

11. 日本の豪雪災害 

12. 局地風と人びとの暮らし 

13. 北東ユーラシアにおける偏西風と日本の気候 

14. 大気大循環と世界の気候帯 

 

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

授業時に提示するキーワードについて，事前に調べてくること． 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

筆記試験(Written Exam)(50%)/中間テスト(30%)/授業への貢献度(20%) 

中間テストは Blackboard を用いて实施する． 

 

テキスト＇Textbooks（ 

適宜プリントを配付する．プリントは授業支援システムからダウンロードできるようにする． 

 

参考文献＇Readings（ 

1. 杉谷隆・松本淳・平井幸弘、2005、『風景のなかの自然地理＇改訂版（』、古今書院 (ISBN:9784772270175) 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

作業に必要な器材＇色鉛筆や物差しなど（については，Blackboard 上で指示を出す． 

 

注意事項＇Notice（ 
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■HA841 

科目コード／科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

HA841／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（ 
2019 年度 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 

 

This history of maps will be introduced, and various analytical methods using maps will be studied. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

講義に加えて，地図を使った作業を行う 

 

In addition to lectures, we will be working with maps. 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. 授業ガイダンス：地理情報科学とはなにか 

2. 地理的世界の表現法：紙の地図とデジタルマップ 

3. 日本における地図の歴史：最古の日本地図『行基図』1 

4. 日本における地図の歴史：最古の日本地図『行基図』2 

5. 日本における地図の歴史：江戸時代の地図 1 

6. 日本における地図の歴史：江戸時代の地図 2 

7. 日本における地図の歴史：伊能忠敬の日本地図 

8. 地理的データの取得方法：地図上の計測 

9. 見えないものを地図にする：コロプレスマップの作成 

10. 小学校区は適切か：ボロノイ分割による空間分割 

11. お実は何人見込めるか：面積按分による人口推定 

12. クリニックの多い場所はどこか：格子法による点パターン分析 

13. 小学校とクリニックに関係はあるのか：平均最短距離法による点パターン分析 

14. 混ざっている？混ざっていない？：Ｊｏｉｎ統計量による空間的自己相関 

 

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

授業時に提示するキーワードについて，事前に調べてくること． 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

レポート試験(Report Exam)(50%)/提出物(30%)/授業への貢献度(20%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

適宜プリントを配付する．プリントは授業支援システムからダウンロードできるようにする． 

 

参考文献＇Readings（ 

1. 野上道男ほか、2001、『地理情報学入門』、古今書院 (ISBN:4130225006) 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

作業に必要な器材＇色鉛筆や物差しなど（については，Blackboard 上で指示を出す． 

 

注意事項＇Notice（ 
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■HA842 

科目コード／科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

HA842／日本史１ 

(Japanese History 1) 

担当者名 

＇Instructor（ 
高江洲 昌哉(TAKAESU MASAYA) 

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（ 
2019 年度 1 年次入学者対象 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

幕末・維新期からアジア・太平洋戦争に至るまでの日本近代史の流れについて、政治外交史の視座と民衆史の視座から概観し、

歴史学的手法による日本社会の展開と特質を理解する知識を身につける。 

 

We will equip you with the knowledge to understand the development and characteristics of Japanese society through historical 

methods, providing an overview of the modern history of Japan, from the end of the Edo period up until the Asia-Pacific War, from 

the perspective of political diplomatic and popular history. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

本講義では、幕末・維新期から維新改革をめぐる近代国家形成の動き、帝国憲法発布から憲政の常道に至る帝国憲法体制の成

立に至る動き、対外戦争による植民地帝国の形成など、様々な「成立と展開」の過程を追うことで、複合的な歴史の流れをおって

いく。 

 

In this lecture, through following the various processes of “establishment and development”, we will chart the flow of complex 

history, from the end of the Edo period and the Meiji restoration with the various movements forming the modern nation, from the 

issuance of the empire constitution to the establishment of the imperial constitution system, and the formation of colonial empire 

through foreign wars. 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. ガイダンス。「歴史の見方・考え方」について考える 

2. 近代社会とは何か 

3. 幕末維新期の諸相 

4. 内戦と改革 

5. 国境の成立 

6. 大日本帝国憲法の成立 

7. 日清・日露戦争と日本社会の変容 

8. 植民地帝国をめぐる動き 

9. 第一次世界大戦後の世界と日本社会 

10. 都市化と大衆社会 

11. 大正デモクラシーの崩壊 

12. 1930 年代の日本社会 

13. 日中戦争からアジア・太平洋戦争に至る政治外交史的動き 

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（ 

授業時に指示する。 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

授業ない感想文など(30%)/レポート(35%)/到達確認テスト(35%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

特になし＇授業時に文献リストを配布（ 

 

参考文献＇Readings（ 

1. 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 (ISBN:978-4-00-431650-3) 

2. 坂野潤治、2018 年、『近代日本の構造』、講談社 (ISBN:978-4-06-511729-3) 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

＇１（板書を中心にした講義である。＇２（映像資料も適宜利用する。＇３（レポート課題の提出はBlackboardを利用する。＇４（授業内

容は学生の関心や授業展開などに忚じて変更もある。＇５（他人に迷惑をかけない態度で授業に臨んでください。 
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注意事項＇Notice（ 
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■HA843 

科目コード／科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

HA843／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（ 
2019 年度 1 年次入学者対象 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

アジア・太平洋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。 

 

With an overview of Japan's modern history since the Asia-Pacific War, from the perspective of political, diplomatic history as well 

as social history, we will understand why Japan advanced to war, how control and mobilization were constituted, the overall 

picture of war and its legacy. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

本講義では，大日本帝国時代の日本の近現代史について，帝国の崩壊過程，すなわち，中国大陸への膨張政策を契機に列強

との協調関係を崩壊させ，アジア太平洋戦争へと突入し，敗戦に至る 1930 年代から 40 年代の日本の姿を追っていく。授業後半

では占領期の新憲法成立や東京裁判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。 

 

In this lecture, we trace the modern history of Japan during the Great Japanese Empire, the process of empire collapse, the 

expansion policy to mainland China and the collapse of the cooperative relationship with the world powers this triggered, resulting 

in the rush into the Asia-Pacific War and the subsequent defeat of Japan in the 1930s and „40s. In the second half of the class we 

deal with issues in the establishment of the post-war society, such as the establishment of a new constitution during the 

occupation period, the Tokyo trials, and the issue of war monuments and views of war. 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. 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. 近代史の枞組み理解及び満州事変以降の展開 

3. 戦時下の地域社会 

4. 戦時下の植民地社会 

5. 総力戦体制の成立 

6. 日米開戦へ 

7. 玉砕の島々―南洋諸島から沖縄戦まで 

8. 占領と日本国憲法の制定 

9. 戦後東アジア世界の成立 

10. 高度成長の時代へ 

11. 平成の時代を考える 

12. 戦争観をめぐる問題 

13. 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（ 

授業時に必要に忚じて指示する。 

 

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%) 

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. 大門正克、2009 年、『戦争と戦後を生きる＇全集日本の歴史 15（』、小学館 (ISBN:978-4-09-622115-0) 

2. 成田龍一、2012 年、『近現代日本史と歴史学』、中央公論新社 (ISBN:978-4-12-102150-2) 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 
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＇１（板書を中心にした講義をおこなう。＇２（映像資料を適宜利用する。＇３（レポートなどは Blackboard で提出する。＇４（授業内容

は学生の関心や授業理解などによって変更もありうる。＇5（他人に迷惑をかけない態度で授業に臨むこと。 

 

注意事項＇Notice（ 
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■HA844 

科目コード／科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

HA844／外国史１ 

(World History 1) 

担当者名 

＇Instructor（ 
三王 昌代(SAN-O MASAYO) 

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（ 
2019 年度 1 年次入学者対象 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

世界を広く眺め，諸地域は互いに関連しあいながらつくられてきていることに着目する。 

 

Broadening outlooks on the world, and recognizing that its regions are interconnected. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

本講義では，世界の諸地域・諸民族の歴史や文化などについて，様々な繋がりが見られる具体的な事例を文字資料・写真・映像

資料を交えながら紹介していきます。 

 

In this lecture, we will introduce concrete examples showing these various connections between the histories and cultures of the 

regions and ethnic groups of the world, using textual sources, photographs and video materials. 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. イントロダクション 

2. 世界史論Ⅰ 

3. 漢字圏の成り立ち 

4. 故事から見る歴史 

5. 13 世紀のアジア・ヨーロッパの交流 

6. 14 世紀の諸地域世界の交流 

7. 15 世紀の東アジアと東南アジア 

8. インド洋世界 

9. 東南アジア世界の形成＇1（ 

10. 東南アジア世界の形成＇2（ 

11. 中東と日本 

12. アフリカと日本 

13. 世界の先住民族 

14. まとめ 

 

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

授業中に紹介したものやご自身が興味や関心をもった内容などについて関連する本を読み，提出物や期末レポートに生かして

いただければと存じます。 

 

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等授業内に指示した提出物(40%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

なし 

 

参考文献＇Readings（ 

講義中に参考文献を紹介いたします。 

 

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，映像資料などを適宜活用します。 

 

注意事項＇Notice（ 
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■HA845 

科目コード／科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

HA845／外国史２ 

(World History 2) 

テーマ／サブタイトル等 

＇Theme / Subtitle（ 
イギリス帝国史 

担当者名 

＇Instructor（ 
鹿野 美枝(SHIKANO MIE) 

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（ 
2019 年度 1 年次入学者対象 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

近代以降のイギリス帝国の歴史を通じて、イギリス近代史および帝国史の基礎知識を学ぶ。講義内容はイギリス帝国を中心とす

るが、現代日本に生きるうえで、歴史学的知見の意義を考える。 

非常に多様な帝国を扱うが、詳細な個別の事例だけにとらわれず、細部とともに全体像も把握できるようする。 

 

Through the history of the British Empire since the modern era, we will study basic knowledge of modern British and imperial 

history. The content of this lecture is focused on the British Empire, with consideration of the significance of historical findings on 

life in modern Japan. 

Dealing with a wide variety of empires, allows a grasp of details as well as an overview, without being confined to detailed individual 

cases. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

为に 18 世紀以降のイギリス帝国について講義形式で学ぶ。イギリス帝国を知るために、必要に忚じてイギリス本国の歴史や古

代・中近世まで遡って解説することもある。イギリス近現代史を軸に、为要な植民地などを具体的に取り上げ、帝国の多様性や多

層性などを学ぶ。また、政治・社会・経済など多角的にアプローチしてゆく。 

 

Learning is mainly in the form of lectures on the British Empire since the 18th century. In order to understand the British Empire, 

it may sometimes be necessary to return to the history of Britain in ancient times, as well as to the middle-ages. Centering on the 

modern and contemporary history of Britain, examining examples of major colonies, we will study the diverse and multifaceted 

nature of empire. In addition, we will approach politics, society and economics from multiple angles. 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. イントロダクション：イギリスと帝国について 

2. 18 世紀までのイギリス帝国 

3. アメリカ植民地と独立 

4. ブリテン諸島①スコットランド 

5. ブリテン諸島②アイルランド 

6. 白人移住植民地①カナダ 

7. 白人移住植民地②オーストラリア 

8. インド植民地①インドの植民地化 

9. インド植民地②インド帝国 

10. イギリスの工業化と帝国 

11. アフリカ植民地 

12. 帝国の階級と社会 

13. 帝国の文化、芸術 

14. コモンウェルス、まとめ 

 

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

世界史などの基礎知識については、授業内で適宜紹介する概説書や辞書・事典類等を用いて確認すること。授業内で、個別テ

ーマに関する参考文献を紹介するので、関心のあるトピックについて各自深く学んでほしい。 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

筆記試験(Written Exam)(80%)/コメントシート(20%) 

2/3 以上の出席をしていない場合には単位修得不可。コメントシートは、自身の考えや意見を書けているか評価する。 

 

テキスト＇Textbooks（ 

教科書は使用せず、毎回の授業でレジュメ・資料を配布する。 
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参考文献＇Readings（ 

1. 今井宏編、1990、『世界歴史体系イギリス史 2 近世』、山川出版社 (ISBN:4634460203) 

2. 松岡健次、木畑洋一編、1991、『世界歴史体系イギリス史 2 近現代』、山川出版社 (ISBN:4634460300) 

3. 川北稔、木畑洋一編、2000、『イギリスの歴史：帝国＝コモンウェルスのあゆみ』、有斐閣 (ISBN:4641121052) 

4. クリストファー・ベイリ編、1994、『イギリス帝国歴史地図』、東京書籍 (ISBN:4487761719 ) 

その他、参考文献は授業内で適宜紹介する。 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 
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■HA846 

科目コード／科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

HA846／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（ 
2019 年度 1 年次入学者対象 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

授業では、日本地誌を通して、国土構造のあり方に関心を払いながら、現实に起きている多様な現象への認識を深め、考えるこ

とができるようにする。 

 

Through Geography of Japan, the course will foster thought, deepening awareness of various real-world phenomena as we 

examine Japan‟s geography. 

 

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から学ぶ。関東地方＇茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川

県（と甲信越地方＇山梨県、長野県、新潟県（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（。 

 

In class, while acquiring the geographical view and way of thinking, we will explore the regional characteristics formed by the close 

relationship between natural phenomena (natural conditions), and humanistic phenomena. We will investigate and compare as many 

case study areas as possible in the Kanto region (Ibaraki, Tochigi, Gunma, Saitama, Chiba, Tokyo, Kanagawa) and in the Koshinetsu 

region (Yamanashi, Nagano, Niigata). Additionally, there are a large number of case studies for the Kanto region, Tokyo (Edo in the 

early modern era), but we will also investigate the relationship between Tokyo and Saitama and make comparison (Topography of 

Niiza will be examined in Geography of Japan). 

 

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・山梨県における交通体系の現状と課題 

14. 長野県・山梨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＇必要に忚じて小課題を出します（。 

 

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（ 
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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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■HA847 

科目コード／科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

HA847／哲学 

(Philosophy) 

テーマ／サブタイトル等 

＇Theme / Subtitle（ 
「教養」としての哲学・美学・倫理学 

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（ 
2019 年度 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」・「美学」・「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（为に小課題の作成を通して，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． 

 

(1) Touching on the various theories and ideas in the history of philosophy and ethical thought, students will deepen their basic 

knowledge in the disciplines of "philosophy", “aesthetics” and “ethics”.  

(2) Students will acquire philosophical / ethical thinking methods, as well as academic writing methods, mainly through the 

completion of small exercises. 

 

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」という学問にはじめて触れる＇とはいえ，多尐なりとも関心のあ

る（学生を为な対象として，「認識」「美」「幸福」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． 

 担当者の専門である倫理学の比重がどうしても高くなりますが，できるかぎり哲学・美学・倫理学をバランスよく学べるように配

慮してシラバスを組みました．今年はサブタイトルに「教養」と銘打ったため，国際社会における教養として，日本の哲学・倫理思

想を多く取り上げます． 

 学期中に数回＇尐なくとも一度は（，授業内で音楽を聴いたり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．講義ではサブカル＇アニメ・漫画・ゲーム・音楽etc（のイラストや話題が多く出てきますので，詳しい学生はより愉しく

学べるかもしれません＇これらの知識は必須ではありません（． 

 

While many have heard of Socrates, Plato, Aristotle, Descartes, Kant, Nietzsche, and other famous philosophers, it is also thought 

there are many who do not know them well. In this class, aimed primarily at students who have an interest in and study the 

discipline of “philosophy” for the first time, we introduce the major, important texts in the history of philosophy and ethical thought, 

using the themes such as  “beauty”, “happiness”, and “knowledge”. 

 Although the emphasis on ethics, which is the research area of the course tutor, is inevitable, we have organized a syllabus to 

study philosophy, aesthetics and ethics in the most balanced way possible. Since this year's subtitle is "culture", we will highlight 

Japanese philosophy and ethical thought as the culture in the international community.  

It is planned that several times (at least once) during the semester, students will have opportunities to expand their interests 

through activities such as listening to music and watching videos. Many examples and topics from subcultures (anime, manga, 

video games, music etc.) appear in the lecture, and so we hope knowledgeable students will learn with enjoyment. (this specialist 

knowledge not essential).  

 

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・観念論と实在論 

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・『いきの構造』 

6. 芸術について：『詩学』の悲劇論・自然の模倣・「アートワールド」 

7. 音楽について：ハルモニア論・『意志と表象としての世界』・現代音楽 

8. 快苦について：エピクロス派・功利为義・『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・対神徳・20 世紀の徳倫理学 

11. 善悪について：善のイデア・７つの大罪・『善の研究』 

12. 生死について：魂の不死証明・死と贖罪・『人生論ノート』 

13. 人間について：ポリス的人間・『人間の学としての倫理学』・人間中心为義 

14. 持ち込み不可の教場試験 
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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．

小課題は，实施する前の週にあらかじめ内容を発表しますので，解答のための準備をしてきてもらうことになります． 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

筆記試験(Written Exam)(60%)/授業中の小課題(30%)/出席点・授業態度(10%) 

出席が 10 回に満たない場合，単位の取得は不可．また，授業中のスマホ使用・私語など，ペナルティ３回で単位取得の権利を剥

奪します．他科目の予習などの「内職」や出席カードの「代筆」は，判明した時点で「不可」評価となります． 

 

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. 岩田靖夫、2003、『ヨーロッパ思想入門』、岩波ジュニア新書 (ISBN:4005004415) 

2. 佐々木健一、2004、『美学への招待』、中公新書 (ISBN:4121017412) 

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

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

・授業中の PC／スマホ／iPad 等の使用を認めません． 

・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． 

・アクティブ・ラーニングの観点から，毎回の授業ではテクストの音読や簡単な雑学問題に答えてもらう機会等を設けますが，そも

そもの前提として１００分間＇今年度から 10 分間長くなります（の授業を静かに聴ける「忍耐心」のない学生は受講しないこと． 

 

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 朊子(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。 

 

 By studying the current situation and issues of Japan's tourism industries, and future direction from guest speakers active in the 

field, we will understand the variety of occupations within tourism, and the significance of working there. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

 授業は講義と討論＇ディスカッション（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＇立教観光クラブ所

属（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や学生への

メッセージなどの講義を受けたのちに質疑の時間をとる。討論＇ディスカッション（は講義内容に関係した内容を設定して行う。 

 

 The class combines lectures and discussions. In this lecture, a guest speaker alumni (affiliated with Rikkyo Tourism Club) active 

in the tourism industry will be invited to introduce the latest trends in the field and in their work, as well as thoughts on working in 

the tourism industry, advice to students etc. with a Q&A to follow. Discussions will be conducted on themes determined by the 

lecture content. 

 

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)（ 

・パワーポイントを使用した講義形式で，映像資料や現物資料なども適宜活用する。 

・グループディスカッションの時間を 2 回設ける。 

・Blackboard を通じて小レポートに対するフィードバックを行う。 
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注意事項＇Notice（ 
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■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) 

テーマ／サブタイトル等 

＇Theme / Subtitle（ 

ビジネスプラン作成を通じて経営学を学び、ビジネスの基本と社会人基礎力、实践力を

身につけ、即戦力ビジネスパーソンを目指す。 

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。 

 

With the aim of developing battle-ready business people, cultivating the basic skills necessary for business, gaining the planning 

and management capabilities used in the tourism industry through the creation of new business plans. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

本講義は観光ビジネスプロジェクト B とセットで履修する必要がある。 

観光産業に関する新規事業計画の立案を通じて，マーケティング・経営戦略・財務会計の基礎を学習する。本講義では新規事業

計画策定のうち，外部環境分析から事業構想の構築までを行う。講義内でも中間発表会やグループワークを適宜行い，プレゼン

テーション能力の育成とプロジェクトの進捗管理を实施する。1 チーム５～６人で編成されるプロジェクトチームでのグループ演習

を中心に行う。春学期の最後には，ゲストスピーカーに対して新規事業構想に関するプレゼンテーションを实施する予定である。 

 

This course should be taken in conjunction with Project Planning Practice in Tourism B. 

Students will learn the basics of marketing, management strategy and financial accounting through the design of new business 

plans for the tourism industry. In this lecture, in the formulation of new business plans, business concepts will be analyzed from 

the external environment. During class, intermediate presentations and group work will take place as appropriate, to foster 

presentation skills and manage project progress. Project teams of 5 to 6 students will focus on group seminars. At the end of the 

spring semester, we plan to hold a presentation on the new business concept with a guest speaker. 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. ガイダンス、問題解決技法：ビジネス的発想方法の基礎 

2. 事業計画とは何か～事業計画作成の手順と考え方 

3. 外部・内部環境分析、市場ニーズ仮説の立案方法＇１（ 

4. 企業との打合せ 

5. 外部・内部環境分析、市場ニーズ仮説の立案方法＇２（ 

6. 外部・内部環境分析、市場ニーズ仮説の立案方法＇３（ 

7. 市場ニーズ仮説の発表 

8. マーケティングの基礎：ビジネスチャンスのとらえ方 

9. 競争力の源泉：コア・コンピタンスと競争戦略 

10. グループワーク：中間報告に向けたグループ作業 

11. グループワーク：中間報告に向けたグループ作業 

12. 中間報告に向けたディスカッション 

13. 企業に対する事業案発表 

14. 総括 

 

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

授業の進捗をペースメーカーとして、各チームで授業時間外にグループワークを实施して事業プランを作成することとなる。グル

ープワークに対するアドバイスについては、個別に授業内で行っていくが、受講生の要望に忚じて担当教員がグループワークに

参加することもできる。 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

最終レポート(Final Report)(40%)/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。 
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参考文献＇Readings（ 

講義の中で適宜指示する 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

本講義は演習型講義です。そのため途中辞退は他のメンバーに迷惑がかかりますので許されません。また、秋学期に開講され

る観光ビジネスプロジェクト B とセットで受講することが履修条件となります。講義期間中にゲストスピーカーによる講義＇１回（、ゲ

ストスピーカーに対するプレゼンテーション＇１回（が予定されていますが、これは土曜日に实施する予定です。新規事業プラン作

りは大変ですが、これをやり遂げると達成感とともにコミュニケーションスキルや責任感、プレゼンテーション能力など社会人に求

められる基礎力について、自分自身の大きな成長を实感できるはずです。皆さまの積極的なチャレンジをお待ちしております。 

 

注意事項＇Notice（ 
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■HA903 

科目コード／科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

自動登録／観光ビジネスプロジェクトＢ 

(Project Planning Practice in Tourism B) 

テーマ／サブタイトル等 

＇Theme / Subtitle（ 

ビジネスプラン作成を通じて経営学を学び、社会人基礎力と实践力を身につけ、即戦力

ビジネスパーソンを目指す。 

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。 

 

With the aim of developing battle-ready business people, cultivating the basic skills necessary for business, gaining the planning 

and management capabilities used in the tourism industry through the creation of new business plans. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

本講義は観光ビジネスプロジェクトAとセットで履修する必要がある。本講義で観光ビジネスプロジェクトAで立案した新規事業構

想に基づき，財務会計，投資評価，資金調達計画を策定し，事業計画を完成させる。 

観光産業に関する新規事業計画の立案を通じて，マーケティング・経営戦略・財務会計の基礎を学習する。1 チーム５～６人で編

成されるプロジェクトチームでのグループ演習を中心に行う。講義期間中にゲストスピーカーに対する新規事業に関する中間報

告会と最終報告会の２回のプレゼンテーションを实施する予定である。 

 

This course should be taken in conjunction with Project Planning Practice in Tourism A. Based on the new business concept 

developed in Project Planning Practice in Tourism A, this lecture will cover financial accounting, investment evaluation, fund 

raising plans, and completing business plans. 

Students will learn the basics of marketing, management strategy and financial accounting through the design of new business 

plans for the tourism industry. Project teams of 5 to 6 students will focus on group seminars. During the lecture term, we plan to 

have students present twice in an interim and final reports on the new business plan to the guest speakers. 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. 事業計画に必要な会計の基礎知識 

2. 資金繰りの基礎：資金繰り計画の意味と基礎知識 

3. 資金繰り計画の策定方法：財務諸表と資金繰り計画 

4. 市場規模予測の立案方法 

5. グループワーク：事業計画概要報告会に向けたグループ作業 

6. 事業計画概要報告会 

7. 費用計画：費用計画の立案方法 

8. プロジェクト評価手法 

9. 資金調達計画の立案方法 

10. 事業計画のまとめ方：最終プレゼンへの準備 

11. グループワーク：事業計画発表会に向けたグループ作業＇１（ 

12. グループワーク：事業計画発表会に向けたグループ作業＇２（ 

13. 事業計画発表会＇最終プレゼンテーション（ 

14. 総括 

 

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

授業の進捗をペースメーカーとして、各チームごとに授業時間外にグループワークをおこなって事業計画を完成させる必要があ

る。受講生の要望に忚じて、授業時間外のグループワークに担当教員が参加することもできる。 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

最終レポート(Final Report)(40%)/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（ 
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授業内で適宜指示する。 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

本講義は演習型講義です。そのため途中辞退は他のメンバーに迷惑がかかりますので，許されません。講義期間中に实施する

ゲストスピーカーに対する２回のプレゼンテーションは土曜日に实施する予定です。新規事業プラン作りは大変ですが、これをや

り遂げると達成感とともにコミュニケーションスキルや責任感、プレゼンテーション能力など社会人に求められる基礎力について、

自分自身の大きな成長を实感できるはずです。皆さまの積極的なチャレンジをお待ちしております。 

 

注意事項＇Notice（ 
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■HA939 

科目コード／科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

抽選登録／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 

人数制限科目＇50 名（ 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

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

航空会社経営を实務的に「我がコト」として体得する。 

 

Taking a global perspective on the airline business, one of the tourist media industries, we will analyze the maturity and 

development of the industry from various angles, and reach “one‟s own” realizations in airline management in practice. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

この科目では国際航空を中心に、航空の歴史と発展、とりわけ規制産業と言われてきた航空の枞組みが緩和・撤廃＇オープン・ス

カイ（されることで、競争が促進され、LCC が誕生し台頭する流れを概括します。 

また、航空企業に特徴的なアライアンス、ネットワーク/レベニュー戦略、マイレージ・プログラム等の仕組み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。 

 

In this course, we examine the history and development of international aviation, in particular the easing and abolition of regulatory 

frameworks (open sky), how competition has been promoted, and the emergence and rise of LCCs. 

In addition, we will discuss the characteristics of networks and revenue strategies, as well as mileage programs unique to airline 

companies in alliances, considering the future of the airline industry. 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. オリエンテーション及び産業全般の概括 

2. エアライン・ビジネスの特性＇含特徴的な費用構造（ 

3. 航空の歴史と発展＇航空の揺籃から国際航空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 

5. LCC＇ロー・コスト・キャリア（の研究 

6. 観光産業と航空インフラとしての空港 

7. 航空貨物 

8. 航空の安全と保安 

9. 航空会社の経営と事業計画・ネットワーク戦略 

10. レベニュー・マネジメントと FFP＇マイレージ・プログラム（ 

11. 航空産業における CS・商品/ブランド戦略と CSR 

12. アライアンス 

13. 航空産業におけるイノベーション 

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（ 

・後述の参考文献『航空産業入門第 2版』東洋経済新報社の授業回に該当する章を自学自習することで、授業理解が促進できま

す。 

・授業各回の冒頭に順次、航空関連トピックスの紹介をいただきます。テーマは任意ですが事前のリサーチが必要となります。 

 

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%) 

3/4(11 回（以上の出席を必要とする。 

 

テキスト＇Textbooks（ 

各回パワー・ポイントのレジュメ資料を投影します。 

 

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 
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その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 
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■HA941 

科目コード／科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

抽選登録／ＭＩＣＥの理論と实践 

(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（ 

日本コンベンションサービス株式会社寄付講座 

人数制限科目＇50 名（ 

隔週講義：9/26,10/10,10/24,11/14,11/28,12/12,1/9 の日程で实施する。 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

2020 年の東京オリンピック・パラリンピック、2025 年の大阪万博を控え、観光学を学ぶ上で、ますます重要性が認識されている

MICE を为題として取り上げ、理論と实践の行き来を通して得た学びを实際のビジネスに忚用する力を養成する。 

 

Tackling the 2020 Tokyo Olympics and Paralympics, together with the 2025 Osaka World Expo highlighting the theme increasingly 

recognized as important in studies of tourism of MICE, students will develop the ability to apply theory in business practice. 

 

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 年の实績を有し、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 業務を担う实

務家に加え、観光庁の MICE 担当者、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。 

 

As a leading company in the MICE industry, Japan Convention Service Co., Ltd. is a Professional Congress Organizer (PCO) that 

has 50 years of experience and manages more than 800 international conferences, exhibitions and academic conferences annually. 

In addition to managing events, business areas cover a wide range of operations, including translation and interpreting, 

management of conference halls, research and consultancy, as well as staffing for events. In this lecture, in addition the 

instructors responsible for the MICE business, MICE representatives of the Tourism Agency and the manager of a large 

conference hall will be invited to promote understanding of MICE businesses in the tourism industry from various perspectives. 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. 本講義の説明・観光業における MICE・MICE を学ぶ意義 

2. MICE 総論 

3. 国策としての MICE 

4. MICE の意義＇地域ブランディング 

5. MICE の誘致から開催までの流れ 

6. 国際会議の誘致プレゼンテーション【グループワーク】 

7. MICE を支える様々な仕事①＇医学系学術集会、学会事務局等のビジネス（ 

8. MICE を支える様々な仕事②＇国際会議の運営（ 

9. MICE を支える様々な仕事③＇まちづくりとしての MICE（ 

10. MICE 施設の運営について 

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. MICE プログラムの企画プレゼンテーション【グループワーク】 

13. IR＇Integrated Resort（について 

14. これからの MICE,これからの PCO 

 

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

授業時間外の学習に関する指示は、必要に忚じて別途指示する。 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

出席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 
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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。 

 

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（ 
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（ 
辻調理師専門学校寄付講座 

 

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。 

 

Introduces the forefront of “food culture” that students of College of Tourism should know, and consider the role the field of “food” 

can play in tackling problems in the world and locally. 

 

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实現するために「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。  

 

We will read and examine the issues surrounding contemporary food, using the concepts of gastronomy. Introducing concrete 

examples, students will learn how “food” presents possibilities to realize a sustainable, secure society to address the various 

issues facing Japan and the world. 

This class is an opportunity for students to imagine a new "gastronomy" that produces new appreciation of food culture, while 

envisaging the future.  

 

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

必要に忚じて、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（ 

必要に忚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、受講者人数に忚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/  

 

注意事項＇Notice（ 
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■HA943 

科目コード／科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

HA943／観光ＩＴ戦略論 

(IT Strategy for Tourism) 

テーマ／サブタイトル等 

＇Theme / Subtitle（ 
観光ＩＴ戦略論 ＇NTT データ寄附講座（ 

担当者名 

＇Instructor（ 
角谷 恭一(KADOYA KYOICHI) 

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（ 
株式会社 NTT データ寄附講座 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

観光による地域活性化が社会的な関心となる中、ＩＴ分野のイノベーションをどのように結びつけることが可能なのか、最新の事

例学習をしながら検討します。 

 

With regional revitalization through tourism becoming a social concern, we will examine how this relates to innovations in the IT 

field, while investigating the latest case studies. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

NTT データで实際に使われている新規ビジネス創発メソッド「DCAP for Digital」を使って、ビジネス創発の基本と本質を理解しま

す。 そしてその過程で、实際の企業活動について理解を深めます。 具体的には、メソッドの解説を受けた上で、個人やチーム

でワークを行うことで理解を深め、最終的にビジネスプランをまとめます。 世界の IT 活用事例や、先端的な IT の紹介セミナー、

および寄付企業の施設見学も、予定しています。 

なお、履修開始時に、下記「その他」に記載の３点を含めた誓約書にサインを頂きます。 

 

Using the new business incubation method “DCAP for Digital”, actively used in NTT Data, 

 

students will understand the basics and essence of business incubation.  

 

In the process, they will deepen their understanding of actual corporate activities.  

 

Specifically, after receiving an explanation of the method, individually and in teamwork, students will summarize their final business 

plan.  

 

We also plan to use global IT use cases, seminars introducing advanced IT, and facility tours of sponsoring companies. 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. 講義計画の説明、ＩＴビジネスの変遷と現在の潮流 

2. ロジカル思考とデザイン思考の２つのビジネスモデル構築手法 

3. インプットセミナー＃１ 「吉田劇場」 

4. DCAP-ID ビジョン策定 

5. DCAP-ID 課題、テーマの明確化 

6. インプットセミナー＃２ 「NTTDATA Tech.Foresight」 

7. DCAP-ID アイデア発想 

8. DCAP-ID アイデアプロトタイピング 

9. DCAP-ID アイデアブラッシュアップ 

10. 課外活動 ＮＴＴデータのイノベーション施設の見学 

11. DCAP-BMC ビジネスモデル検討 ＃１ 

12. DCAP-BMC ビジネスモデル検討 ＃２ 

13. DCAP-BMC ビジネスモデル検討 ＃３ 

14. 発表＆講義のまとめと振返り 

 

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

授業時間外の学習に関する指示は、必要に忚じて別途指示します。 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

最終テスト(Final Test)(40%)/最終レポート(Final Report)(40%)/クラス討議への貢献度(20%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 
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適宜、配布します。 

 

参考文献＇Readings（ 

1. 野口吉昭、2001、『ビジネスプラン策定シナリオ』、かんき出版 (ISBN:978-4-7612-5954-9) 

2. Tom Kelley、Jonathan Littman、2002、『発想する会社! ― 世界最高のデザイン・ファーム IDEO に学ぶイノベーションの技法』、

早川書房 (ISBN:978-4152084262) 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

１（施設の見学は、土日などを使う可能性があります。 

 

 

２（誓約について 

 

  履修開始時に、下記「その他」に記載の３点を含めた誓約書にサインを頂きます。 

   

a)【アイデア】本講座において履修者が提供したアイデア＇コンセプトおよびノウハウ等を含みます（は、そのアイデアを提供した履

修者からの申出および履修者による権利化がなされないかぎり、人類の共有財産＇パブリックドメイン（として、他の履修者を含め

た第三者が、無償で自由に利用することができます。 

 

b)【公開】NTT データは、成果物の権利を有する履修者の許可を事前に得ることにより、広告宠伝または研究目的のために、ウェ

ブサイト＇SNS を含む（やチラシ、パンフレット等の宠伝販促物に掲載する等、公開することができます。 

 

c)【SNS 等の利用禁止】履修者は、本講座を受講したこと、及び本講座を受講して知り得た情報、成果物について、コミュニティサ

イトや掲示板、SNS 等への書き込み等、NTT データの許可があるまで、一切公開せず、本講座の目的以外に使用しないことに同

意するものとします。 

 

以上 

 

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の概観・集実施設計画・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：2019 年 8 月 1 日＇木（・2 日＇金（・5 日＇月（ 

※1 日＇木（・2 日＇金（は 1～5 限、5 日＇月（は 1～4 限で行う 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

１（エンターテイメント産業における個別業界の概要を説明できる。 

２（集実施設の空間計画手法を体系的に理解する。 

３（集実施設の顧実や利用者となる「人」の心理や行動の法則性・原理原則を考察する。 

 

1) To be able to provide an overview of individual industries in the entertainment industry. 

2) To systematically understand space planning methods in customer facing facilities. 

3) To consider the psychological and behavioral laws and principles of the people who will be customers and users. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

テーマパーク、映画、鑑賞レジャー、音楽コンテンツ、カラオケ、ゲームセンターなどの都市型エンターテイメント産業について、経

営学的・集実戦略的・空間計画的側面から考察しながら各産業を概観する。テーマパークについては特に、世界のディズニーラ

ンドを比較分析しながら、あらゆる集実施設に忚用できる、行動科学・心理学的なアプローチによる空間計画手法を講義する。ま

た、エンターテイメント施設の集実戦略を 18 の視点から捉え、利用者行動からみた魅力的な空間づくりの手法を学ぶ。複合化、

休憩空間、ユニバーサルデザイン、福祉対策、空間単位、安全対策などは重点的に解説する。個別に取り上げる、映画、鑑賞レ

ジャー、音楽コンテンツ、カラオケ、ゲームセンターなどの産業は、それぞれの業界概要、需要動向、経営動向、今後の展望や課

題などについて、事例を踏まえながら学習する。 

 

An overview of each type of urban entertainment industry, such as theme parks, movie entertainment, sightseeing leisure, music 

content, karaoke, game centers etc. considering each from the aspect of management, attracting customers and strategic 

planning. The theme park lecture analyzes Disneyland in particular, applying behavioral science and psychological approaches to 

customer attraction facilities, in space planning methods. In addition, by grasping the attraction strategy from 18 points of view 

from entertainment facilities, students will learn methods of creating attractive spaces from the perspective of user behavior. 

Complexity, rest space, universal design, welfare provision, space units, safety measures etc. will be emphasized in this 

explanation. Using examples from issues, future prospects, demand and business trends, students will study outlines of each 

industry, such as movies, sightseeing leisure, music content, karaoke and game centers. 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. テーマパーク業界の概要 

2. ディズニーランドの空間科学＇１（ 

3. ディズニーランドの空間科学＇２（ 

4. ディズニーランドのバリアフリー 

5. ディズニーランドの接実サービスおよび成立与件 ＇小テスト（ 

6. 集実施設の経営戦略、集実施設の複合化 

7. 集実施設の休憩空間 

8. 集実施設のユニバーサルデザイン、福祉対策 

9. 集実施設の空間単位 

10. 集実施設の安全対策 ＇小テスト（ 

11. 産業論：映画 

12. 産業論：鑑賞レジャー、音楽コンテンツ 

13. 産業論：カラオケ 

14. 産業論：ゲームセンター ＇小テスト（ 

 

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

１（参考文献を事前に読み、予習しておくこと。２（授業時の質疑忚答に対忚できるようテーマについて考察しておくこと。３（エンタ

ーテイメント産業の概要を独自に調べておくこと。 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 
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授業内発言点(10%)/小テスト①(30%)/小テスト②(30%)/小テスト③(30%) 

発言点は、授業内で有効な発言をした場合に加点する。 

 

テキスト＇Textbooks（ 

特に指定しない。 

 

参考文献＇Readings（ 

1. 山口有次、2015、『新 ディズニーランドの空間科学』、学文社 (ISBN:4762025097) 

2. 山口有次、2008、『観光・レジャー施設の集実戦略』、日本地域社会研究所 (ISBN:4890228829) 

3. 余暇総研、2018、『レジャー白書 2018』、日本生産性本部 (ISBN:4820120794) 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

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。 

 

“Fudo (Socio-ecological cultural complex)” is one of the concepts of environment that comprehensively captures the nature and 

culture of a region, but while there are various industries that use the environment as a resource, such as agriculture - it can be 

said that tourism is the industry most directly using “Fudo” as a resource. As part of tourism planning and resource conservation 

theory, we will consider ways that sustainable tourism makes use of “Fudo” characteristics. 

 

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手段とともに考える。 

 

We consider the concept of “Fudo (Socio-ecological cultural complex)”, and highlight its significance in relation to environmentally 

related concepts, while introducing several examples. We will also consider the characteristics of “Fudo” that support regions not 

only as tourism resources but as the foundation of the tourist experiences, along with the methods involved in its conservation 

 

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 

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（ 

授業時に必要に忚じて別途指示する。 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

レポート試験(Report Exam)(100%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

特に指定しない。レジュメを配布 

 

参考文献＇Readings（ 

授業時に適宜紹介する。 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 
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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（ 
まちづくりの基礎を学ぶ 

担当者名 

＇Instructor（ 
西川 亮(NISHIKAWA RYO) 

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（ 

まちづくりの一般論を理解した上で、多くの事例を通じて全国で取り組まれているまちづくり活動について、関わる人々の思いや

活動内容、活動にあたっての苦労などを学ぶ 

 

Understanding the general theory of town creation, students will learn through studying the hardships of the activities, as well as 

the thoughts of those involved in case studies nationwide. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

歴史を活かしたまちづくり、景観まちづくり、観光まちづくりなど、様々なテーマで地域ではまちづくりが行われている。本授業では、

まちづくりに関する概論を理解したのち、具体的な事例を通じてまちづくりの意義や課題、まちづくりに関わる人々の思いについ

て学ぶ。 

※数回、ゲスト講師を招聘する予定 

 

Town creation is conducted in areas along various themes, such as utilizing history, scenery and sightseeing. In this class, having 

understood an overview of town creation, we will learn the issues and significance of town creation, and the thoughts of people 

involved from concrete examples. 

* We plan to invite guest lecturers a number of times. 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. イントロダクション 

2. まちづくりの概論＇１（ 

3. まちづくりの概論＇２（ 

4. まちづくりの概論＇３（ 

5. 歴史を活かしたまちづくり＇１（ 

6. 歴史を活かしたまちづくり＇２（ 

7. 歴史を活かしたまちづくり＇３（ 

8. 景観とまちづくり＇１（ 

9. 景観とまちづくり＇２（ 

10. 観光とまちづくり＇１（ 

11. 観光とまちづくり＇２（ 

12. エリアマネジメントの展開＇１（ 

13. エリアマネジメントの展開＇２（ 

14. まとめ 

 

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

最新の都市計画やまちづくり事情に関するシンポジウム等の情報を提供するので、それらに積極的に参加してもらいたい。 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

筆記試験(Written Exam)(60%)/レポート課題(20%)/リアクションペーパー(20%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

授業中に適宜案内する 

 

参考文献＇Readings（ 

 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

春学期に「都市計画論」を受講しておくことが望ましい。 
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注意事項＇Notice（ 
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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（ 

Inbound Tourism Marketing Strategy - A practical case study of Shikoku (this class will 

taught mostly in English, while HA981 (Business Development in Tourism 2) will be taught 

mostly in Japanese) 

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（ 

Inbound tourism overview and basic concepts: We learn how marketing is about matching message to mindset and expectations to 

experience. Shikoku like Tohoku is off the beaten path but offers many historical, spiritual and cultural gems. How to find them, 

market them and enjoy them is the challenge for this course. With inbound travel in mind, this class is taught mostly in English for 

those with appropriate language skills but open to any nationality. HA981  (Business Development in Tourism 2) is a similar class 

on OUTBOUND travel to the Scandinavia and Baltic region and will be taught mostly in Japanese.  

 

授業の内容＇Course Contents（ 

Basic tourism marketing concepts: Segmentation is key, the message and media. Reach, power, voice. We can't reach all potential 

customers in a cost effective way, hence we identify attractive target groups of segments, and then tailor-make a suitable 

message and finally pick the right medium to communicate it. For some segments, a paper and ink In-Flight magazine may be a 

very effective medium.  

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. Inbound tourism overview and basic concepts: Marketing is about matching message to mindset 

2. Basic tourism marketing concepts: Segmentation is key, the message and media. Reach, power, voice. We can't reach all 

potential customers in a cost effective way, hence we identify attractive target groups of segments, and then tailor-make a 

suitable message and finally pick the right medium to communicate it. For some segments, a paper and ink In-Flight 

magazine may be a very effective medium.  

3. Japan's sudden inbound boom - let's look at the history, the data, the drivers and the effects in the market. From Golden 

Route to "I did it My Way" and the personal or curated trip. 

4. Evaluating popular and less-known destinations with a standard approach using the Destination Assessment Tool-Kit® 

developed here at Rikkyo 

5. Shikoku: History, geography, culture, major destinations. Castle towns, samurai lore, the long and winding pilgrimage route, 

the landscape, the sea and the food 

6. Shikoku: Local Destination Management Organizations (DMO) and their activity, and other local and regional stakeholders 

7. Shikoku regional tourism promotion - guest speaker panel discussion 

8. Shikoku panel discussion follow-up, issues, answers and more questions 

9. Destination and tourism discovery - finding new routes, new attractions, new destinations by narrowing our segments. 

Modern tourism has at least 12 clear segments, including what we call "Sentimental Tourism" for anniversaries and 

honeymoons so let's be innovative. Why would you, your family or friends want to visit there. 

10. Not everyone speaks English or Japanese: The smartphone and internet apps make Japan accessible to visitors from many 

cultures, languages and cultures - let's see how that works.  

11. Weekend trip to Tokushima (depending on student numbers and availability) 

12. Follow-up on our Tokushima trip, impact of our SNS postings, and preparation for student team reports and presentation. 

How to deliver an effective presentation.  

13. Student team report and presentations, Part 1 

14. Student team report and presentations, Part 2, selection of winners, and goodbye party 

 

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

Students will have weekly reading material posted on Blackboard from the start of the semester and students should come to 

class prepared to discuss the material, and some students may be asked to lead the discussion. 毎週読んでもらう資料は

Blackboard にあらかじめ掲載し、授業前に読んで、考えてもらいます。その週の授業には学生間で内容を話し合います。一名か

二名をその日のディスカッションリーダーに任命します。 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

Student team reports and presentation(60%)/Active class participation by speaking up, asking and answering 
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questions(20%)/Students will be lead class discussion for 30-45 minutes(20%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

Students in this class should read the Nikkei Shinbun daily, either in print or online edition, as well as any other major business 

news. We will take a look at how the Nikkei is structured so readers can understand the big picture and read quickly. Students 

should develop a list of companies they are interested in and do some reading. We will use financial reports now and then ＇決算

短信（from interesting listed companies and students will learn how to use them.  

 

参考文献＇Readings（ 

 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

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（ 

海外旅行へ行こう。北欧とバルト海の新たな次元を探る。Outbound Tourism Marketing 

Strategy for Japanese travelers - a practical case study of the Scandinavian and Baltic 

Countries (This course is taught mostly in Japanese while HA980 (Business 

Development in Tourism 1) on inbound marketing strategy is taught mostly in English) 

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（ 

北欧の 5 カ国と最近話題になるバルティックの 3 カ国は魅力あふれる地域。 

 

Scandinavia is made up of 5 main countries all of which are well regarded in Japan for their high living standards, cozy culture, long 

history and friendly attitude. We can now begin to include the 3 Baltic countries in this group, as they were 300 years ago, Latvia, 

Lithuania and Estonia. We will examine how digital technology and destination marketing can bring more Japanese visitors to this 

region. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

今回は訪日観光＇四国編、HA980「観光ビジネス計画論」をみてください（より海外向けに焦点を合わせます。北欧は歴史、文化、

社会福祉、平和維持活動、女性進出などで日本人の間で注目され、そして隣国であるバルト 3 カ国の関心も尐し上がってきてい

ます。日本人の海外志向の旅行者にどのようにこの地域の魅力を「観光決断」Decision-making へつなげていくはこのクラスの課

題とテーマです。 

 

The Nordic region including Scandinavia's 5 main and the newly emerging tourism destinations of the 3 Baltic republics is well 

known for some of their cultural and historical aspects, but less well known to Japanese travelers. We will examine their tourism 

asset endowments and use market segmentation and other tools to develop new marketing plans. We will invite travel  promotion 

experts fro the region to speak to the class.  

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. 基礎知識その 1。Basic concepts: Marketing tactics:  inbound vs outbound 

2. 基礎知識その 2。Basic concepts: Who are Japanese outbound travelers by segments 

3. 基礎知識その 3。Basic concepts: Japan’s still healthy outbound tourism data, trends, survey results 

4. デスティネーション・アセッスメントのコツとスキル、海外編  How  to conduct assessments in overseas destinations using 

digital tools 

5. ようこそ北欧へ Scandinavia: History, geography, culture 1: Denmark, Sweden, Norway, Finland, Iceland 

6. バルト地方へようこそ：The Baltics : History, geography, culture of Estonia, Latvia, Lithuania 

7. デスティンーションの再発掘は新たなセグメントから。Scandinavia: Segment-by-segment, developing new destinations, 

routes, activities 

8. 立教へ来てもらう。北欧ツーリスムのエキスパート。Scandinavian tourism experts - guest speaker panel discussion 

9. 立教へ来てもらう。バルト￥地域のエキスパート。Baltic countries tourism experts - guest speaker panel discussion 

10. 新たなマーケットを絞り込む。12 の観光者セグメント Targeting new market segments - retired people, community leaders, 

students, young families 

using 12 categories of modern tourism as a guide 

11. もしもし。インターネット時代のメセージとメヂア Message creation - how what we say depends on who we are talking to  

12. 北欧とバルト地方を学ぶ意義。Why Scandinavia and the Baltics matter. Lessons for Japan, and vice versa.  

13. さあ発表会その 1 Student team reports and presentations 1 

14. 発表会その２と反省会、、さよならパーティー Student team reports and presentations 2, evaluation awards and sayonara 

party 

 

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

Students will have weekly reading material posted on Blackboard from the start of the semester and students should come to 

class prepared to discuss the material, and some students may be asked to lead the discussion. 毎週読んでもらう資料は

Blackboard にあらかじめ掲載し、授業前に読んで、考えてもらいます。その週の授業には学生間で内容を話し合います。一名か

二名をその日のディスカッションリーダーに任命します。 
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成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

Student team reports and presentation(60%)/Active class participation by speaking, asking and answering 

questions(20%)/Students will be asked to lead class discussion for 30-45 minutes(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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■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（ 

SMART TOURISM (English Version): The arrival of the internet, the search engine, GPS 

mapping and other features of the SmartPhone has transformed the modern tourism 

industry worldwide as much as the Boeing 747 Jumbo jet. In this class you will learn how 

these smart tools work and how we can use them in tourism. 

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（ 

Smart Tourism Revolution: This class is focused on how the two separate business fields of digital technology and tourism interact 

and create strongly positive results for users, visitors, tourism providers, and even analysts like ourselves. The introduction of the 

internet and its search engines, GPS mapping and navigation, its great two-way on-board cameras (one for snaps and the other 

for selfies) and more recently SNS and recommendation, booking, payment platforms are dramatically changing the game.  

 

授業の内容＇Course Contents（ 

This course will be taught mostly in English. Good language skills preferred. In this class we will explore the amazing power of 

digital technology - the power the Smart Phone puts in our hands for navigation, mapping, reservations, payments, and 

recommendation. And of course new entertainment like Pokemon Go, the first ever smart geographic position online multi-user 

game. We will have field trips and some guest speakers, but the most important method for learning is to search, to read, to share 

and to discuss new ideas. Active class participation is very important.  

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. Overview: How IT and digital tools are changing tourism, destinations, and marketing - and help tourism business develop 

new segments, messages, and choice of medium 

2. 2. The magic of electronics: How IT and digital technology work: chips, smartphones, internet, apps 

3. Inbound tourism trends and data - who is coming, what are they doing, what do they like 

4. Getting the data we need and the importance of opinion surveys, their methods, and results 

5. Understanding Google‟s power, history of search, global mapping, navigation, translation 

6. Practical experience with Google's digital ecosystem - let‟s create some Google Tourism projects for virtual journeys, 

navigation and planning trips 

7. Understanding the power over tourism suppliers by TripAdvisor and similar travel review sites 

8. Social networks are everywhere:  Understanding YouTube, Facebook and Instagram: Visual posting sites, memory makers. 

We also look at next-gen 4G and 5G phone/wifi service 

9. Online booking, payment and recommendation platforms: Understanding AirBnB and similar share-economy host-guest 

platforms.  

10. Understanding Smart Hotels - We will invite guest speakers from Fujita Kano, Henna Hotel and others, and look at how hosts 

on AirBnB and minshuku ＇民宿（can become "smarter" 

11. Weekend trip to Koedo Kawagoe: Using all the digital tools, we will make plans for a tour of the city, and using TripAdvisor 

and other 投稿 posting sites create our own reviews 

12. Follow-up on our Koedo Kawagoe trip, impact of our SNS postings, and preparation for student team reports and 

presentation. How to deliver an effective presentation.  

13. Student team report and presentations, Part 1 

14. Student team report and presentations, Part 2, selection of winners, and goodbye party 

 

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

Students will have weekly reading material posted on Blackboard from the start of the semester and students should come to 

class prepared to discuss the material, and some students may be asked to lead the discussion. 毎週読んでもらう資料は

Blackboard にあらかじめ掲載し、授業前に読んで、考えてもらいます。その週の授業には学生間で内容を話し合います。一名か

二名をその日のディスカッションリーダーに任命します。 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

Student team reports and presentation(60%)/Active class participation by speaking up, asking and answering 

questions(20%)/Students will be lead class discussion for 30-45 minutes(20%) 
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テキスト＇Textbooks（ 

なし 

 

参考文献＇Readings（ 

 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

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（ 

新型スマート・ツーリスムのコツとノーハウ Smart Tourism (日本語 Version): The arrival 

of the internet, the search engine, GPS mapping and other features of the SmartPhone 

has transformed the modern tourism industry worldwide as much as the Boeing 747 

Jumbo jet. In this class you will learn how these smart tools work and how we can use 

them in tourism. 

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（ 

賢い観光革命を理解すれば、使いこなせる  

 

Smart Tourism Revolution: This class is focused on how the two separate business fields of digital technology and tourism interact 

and create strongly positive results for users, visitors, tourism providers, and even analysts like ourselves. The introduction of the 

internet and its search engines, GPS mapping and navigation, its great two-way on-board cameras (one for snaps and the other 

for selfies) and more recently SNS and recommendation, booking, payment platforms are dramatically changing the game.  

 

授業の内容＇Course Contents（ 

このクラスは基本的に日本語で行います。「観光ビジネスプラン＇演習（１」は反対にほとんど英語です。世の中にインターネットは

普及して 25年。そしてスマホが登場したのは 12年前。この間我々に「ドラえもんのどこでもドア」のようなものすごいパワーが個人

一人一人に提供されたよう。 

 

In this class we will explore the amazing power of digital technology - the power the Smart Phone puts in our hands for navigation, 

mapping, reservations, payments, and recommendation. And of course new entertainment like Pokemon Go, the first ever smart 

geographic position online multi-user game. We will have field trips and some guest speakers, but the most important method for 

learning is to search, to read, to share and to discuss new ideas. Active class participation is very important.  

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. 総論：インターネットと観光業への影響 Overview: How IT and digital tools are changing tourism, destinations, and marketing 

- and help tourism business develop new segments, messages, and choice of medium 

2. 新電子機器の魔法。The magic of electronics: How IT and digital technology work: chips, smartphones, internet, apps 

3. ビッグデータの底知れない「現实」と「仮想」訪日観光の数値を検証 Inbound tourism trends and data - who is coming, what 

are they doing, what do they like 

4. お実さんは何を考えているの？聞いてみないとね。アンケートの大切さ。Getting the data we need and the importance of 

opinion surveys, their methods, and results 

5. 二人若い数学者の無限の野望。セルゲイくんとラリーくんのわかった秘密とは？Understanding Google’s power, history of 

search, global mapping, navigation, translation 

6. グーグルの独自の世界へようこそ。Practical experience with Google's digital ecosystem - let’s create some Google 

Tourism projects for virtual journeys, navigation and planning trips 

7. 観光名所の評価機関は皆様です。投稿サイトの予想外のパワー。Understanding the power over tourism suppliers by 

TripAdvisor and similar travel review sites 

8. 動画、投稿、写真、セルフィー。津波のようなソーシャル情報の善と悪。Social networks are everywhere:  YouTube, 

Facebook and Instagram: Visual posting sites, memory makers. We also look at next-gen 4G and 5G phone/wifi service 

9. 仲介者、さよなら。自分でできるオンライン予約、決済、検索、取引。Online booking, payment and recommendation 

platforms: Understanding AirBnB and similar share-economy host-guest platforms.  

10. もう一つの「スマホ」はスマート宿泊・ホテル Understanding Smart Hotels - We will invite guest speakers from Fujita Kano, 

Henna Hotel and others, and look at how hosts on AirBnB and minshuku ＇民宿（can become "smarter" 

11. 甲斐の国・甲府への冒険旅：Weekend trip to Kofu: Using all the digital tools, we will make plans for a tour of the city, and 

using TripAdvisor and other 投稿 posting sites create our own reviews 

12. 甲府への旅の反省会 Follow-up on our Kofu trip, impact of our SNS postings, and preparation for student team reports 

and presentation. How to deliver an effective presentation.  

13. お待たせ、学生のプレゼンその 1：Student team report and presentations, Part 1 

14. 学生のプレゼン評価、そして、さよならパーティー。Student team report and presentations, Part 2, selection of winners, and 

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

Students will have weekly reading material posted on Blackboard from the start of the semester and students should come to 

class prepared to discuss the material, and some students may be asked to lead the discussion. 毎週読んでもらう資料は

Blackboard にあらかじめ掲載し、授業前に読んで、考えてもらいます。その週の授業には学生間で内容を話し合います。一名か

二名をその日のディスカッションリーダーに任命します。 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

Student team reports and presentation(60%)/Active class participation by speaking up, asking and answering 

questions(20%)/Students will be asked to lead class discussion for 30-45 minutes(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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■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（ 

BECOME A TOURISM ENTREPRENEUR in JAPAN 1: Creating a Successful Tourism 

Business - Practical case study on Sado Island 

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（ 

Tourism development in small island areas are a special concern given their popularity and special needs. . The modern business 

structure is the same almost everywhere in the world, and is used to create companies, industries, jobs, wealth and security for 

billions of people. Most tourism is also based on many interactive businesses that work together to transport, accommodate, and 

entertain visitors wherever they chose to go. In this class we will explore how business innovation and best-practice can be used 

to develop a successful tourism business in an island destination like Sado Island in the Sea of Japan. Smaller island regions are 

one of 5 or 6 top destination types in tourism, and we will learn what makes it special and what its handicaps are.  

 

授業の内容＇Course Contents（ 

Until 200 years ago, most people got their food, clothing and shelter directly from Nature by their own handiwork. The industrial 

revolution and the birth of the modern corporation has changed everything so now we rely on a very complex global system of 

mass production. Today, the tourism industry is a great example of how middle-class people can enjoy their leisure time by visiting 

lovely destinations that provide a mix of natural and manmade attractions. Www will make weekend trips to lovely Sado Island area 

and meet with innkeepers, local businesses and members of the local DMO and major stakeholders. We will then conduct a 

business model scenario to purchase, operate and market a small local tourism operation.  

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. Basic concepts: business structure, purpose, supply-chain, competition 

2. Tourism business overview: transport, accommodations, attractions, amenities and how we can study them using the 

Destination Assessment Tool-Kit® developed here at Rikkyo. 

3. Tourism business history, trends, participants, local, national, international brands with a focus on case studies in the 

Caribbean, Mediterranean and here in Asia Pacific.  

4. Tourism omotenashi basics: structure, staffing, facilities, service - branding on internet with focus on special needs of island 

economies and their limitations 

5. Where is Sado Island with a focus on pre-Meiji history as prison island, and in recent years as mecca for bird-lovers, taiko 

drummers and long-distance athletes  

6. Weekend trip to Sado Island  - bullet train to Niigata, ferry to Sado Island, local food and accommodations, seeing the sights 

and meetings with local tourism stakeholders 

7. Follow-up on Sado Island visits, comparing notes, ideas and issues.  

8. Sado Island tourism specialists from Sado Kisen ferry operator, and counterparts from the Tokyo islands of Oshima and 

Niijima at Tokai Kisen.  

9. Follow-up on panel discussion - issues, opportunities 

10. Sado Island tourism project - 1 small destination business dynamics, best practice 

11. Sado Island tourism project - 2 small destination business problems and solutions 

12. Sado Island tourism project - leveraging the digital economy, share-economy platform, MICE and other events, what about a 

larger seaside resort project? 

13. Student team report and presentation part 1 

14. Student team report and presentation part 2, evaluation, awards and sayonara party 

 

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

Students will have weekly reading material posted on Blackboard from the start of the semester and students should come to 

class prepared to discuss the material, and some students may be asked to lead the discussion.毎週読んでもらう資料は

Blackboard にあらかじめ掲載し、授業前に読んで、考えてもらいます。その週の授業には学生間で内容を話し合います。一名か

二名をその日のディスカッションリーダーに任命します。 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

Student team reports and presentation(60%)/Active class participation by speaking up, asking and answering 

questions(20%)/Students will be asked to lead class discussion for 30-45 minutes(20%) 
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テキスト＇Textbooks（ 

なし 

 

参考文献＇Readings（ 

 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 

 

 

  



 - 461 - 

■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（ 

BECOME A TOURISM ENTREPRENEUR IN JAPAN: Creating a Successful Tourism 

Business - Practical case study in Kiyosato 

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（ 

Tourism development in inland mountain areas. The modern business structure is the same almost everywhere in the world, and is 

used to create companies, industries, jobs, wealth and security for billions of people. Most tourism is also based on many 

interactive businesses that work together to transport, accommodate, and entertain visitors wherever they chose to go. In this 

class we will explore how business innovation and best-practice can be used to develop a successful tourism business in an inland 

mountain region at Kiyosato in Japan. Inland mountain regions are one of 5 or 6 top destination types in tourism, and we will learn 

what makes it special and what its handicaps are.  

 

授業の内容＇Course Contents（ 

Until 200 years ago, most people got their food, clothing and shelter directly from Nature by their own handiwork. The industrial 

revolution and the birth of the modern corporation has changed everything so now we rely on a very complex global system of 

mass production. Today, the tourism industry is a great example of how middle-class people can enjoy their leisure time by visiting 

lovely destinations that provide a mix of natural and manmade attractions. Www will make weekend trips to Kiyosato area and 

meet with innkeepers, local businesses and members of the Yatsugatake DMO. We will then conduct a business model scenario to 

purchase, operate and market a small local hotel operation.  

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. Basic concepts: business structure, purpose, supply-chain, competition 

2. Tourism business overview: transport, accommodations, attractions, amenities 

3. Tourism business history, trends, participants, local, national, international brands 

4. Hotel omotenashi basics: structure, staffing, facilities, service - branding on internet 

5. Where is Kiyosato: history and the role of Rikkyo professor Paul Rusch at Seisenryo 

6. Weekend trip to Kiyosato - visits to station area, Moegi no Mura, Seisenryo, Joki Kiryu 

7. Follow-up on Kiyosato visits, comparing notes, ideas, issues 

8. Kiyosato tourism experts from Yatsugatake DMO: panel discussion 

9. 9. Follow-up on panel discussion - issues, opportunities 

10. Hotel Kiyosato project - 1 small pension-hotel business dynamics, best practice 

11. Hotel Kiyosato project - 2 small pension-hotel business problems and solutions 

12. Hotel Kiyosato project - 3 AirBnB and other share-economy platforms pros and cons 

13. Student team report and presentation part 1 

14. Student team report and presentation part 2, evaluation, awards and sayonara party 

 

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

Students will have weekly reading material posted on Blackboard from the start of the semester and students should come to 

class prepared to discuss the material, and some students may be asked to lead the discussion. 毎週読んでもらう資料は

Blackboard にあらかじめ掲載し、授業前に読んで、考えてもらいます。その週の授業には学生間で内容を話し合います。一名か

二名をその日のディスカッションリーダーに任命します。 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

Student team reports and presentation(60%)/Active class participation by speaking up, asking and answering 

questions(20%)/Students will be asked to lead class discussion for 30-45 minutes(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)（ 

 

 

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。 

 

You will come to understand the basic concepts and research methods of geography from various research examples. 

 

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。 

 

Natural environments and human activities exist in a complex relationship within a region. In this course, we will learn about the 

establishment and mechanisms of regions, with a focus on that relationship. To do that, we will cover various research cases in the 

field of geography, and learn diverse perspectives, methods of approach, and techniques of expression, etc. 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. 地理学の考え方 

2. 生物多様性と環境保全 

3. 地域生態＇里山における人と自然（ 

4. 文化生態＇環境適忚とヒルステーション（ 

5. 場所イメージ① 

6. 場所イメージ②＇リゾートウエディング企業の戦略（ 

7. 文化伝播①＇スポーツの伝播とその調べ方（ 

8. 文化伝播②＇文化層序の「発掘」と観光（ 

9. 機能地域＇集実圏と実層（ 

10. 文化圏＇言葉と信仰の広がりとその調べ方（ 

11. 文化景観＇伝統的景観の創造（ 

12. 構築为義と地域 

13. 聞き取り調査とアンケート調査の实際 

14. 身近な地域の調査 

 

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实施する。また，受講生は授業内で学ぶフィールドでの实践＇調査（

方法とその分析方法を用いて，授業時間外に現地調査を自ら实施し，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(50%) 

学期末のレポート試験＇50％（については，現地調査＇聞き取り調査やアンケート調査，参与観察など（を自ら实施してデータを入

手し，それをもとに自分で作成するものとする。 

 

テキスト＇Textbooks（ 

なし 

 

参考文献＇Readings（ 

授業中に適宜指示する。 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 
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■HB002 

科目コード／科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

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) 

テーマ／サブタイトル等 

＇Theme / Subtitle（ 
文化人類学入門 

担当者名 

＇Instructor（ 
竹村 和朗(TAKEMURA KAZUAKI) 

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（ 
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（ 

・文化人類学の考え方、基本概念、蓄積されてきた議論の全体像を把握する 

・文化人類学の現代における役割と意義について考える 

 

・You will come to understand the approach and basic concepts of cultural anthropology, as well as the whole picture of the 

accumulated debates. 

・You will think about the role and significance of cultural anthropology in the modern world. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

本授業は、ジョイ・ヘンドリーの『社会人類学入門』＇増補新版（を用いつつ、社会・文化人類学という学問がどのような考えにもと

づき、何をどのように研究するものなのか、その全体像を把握することを目的とする。同書は、グローバリゼーションやインターネ

ット、観光、文化摩擦など現代的な問題を含んでいるので、それらの記述から、「いまなぜ人類学か」を考えていく。また、著者ヘ

ンドリーは、日本でフィールドワークを行った経験を持つため、本書の中には日本＇ただし尐し前の時代の（に関する知見がしばし

ば見られる。それを「日本を知っている」はずの私たちが読んでどのように評価するか、も本書の醍醐味である。 

 

In this course, we will use Joy Hendry's Introduction to Social  

Anthropology (Third Edition) with the goal of grasping the big picture of what kind of ideas the study of social and cultural 

anthropology is based on, and of what and how to research. This text includes modern issues such as globalization, the Internet, 

tourism, cultural conflict, etc., so from those readings we will consider the question of “Why anthropology now?” Also, since the 

author Hendry has fieldwork experience in Japan, you will see a variety of information about Japan in this book (albeit of a 

somewhat earlier era). For those of us who should know Japan, her evaluations are one of the pleasures of this book. 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. イントロダクション：本書をとりあげる意義＇序章、まえがき（ 

2. 世界の見方＇第 1 章（ 

3. タブーと穢れ＇第 2 章（ 

4. 贈答と交換＇第 3 章（ 

5. 儀礼と象徴＇第 4、5 章（ 

6. 芸術と民芸＇第 6 章（ 

7. 宗教と呪術＇第 7 章（ 

8. 妖術と邪術＇第 8 章（ 

9. 法と秩序＇第 9 章（ 

10. 政治の技法＇第 10 章（ 

11. 家族・親族・結婚＇第 11 章（ 

12. 現代の経済、グローバル化と観光＇第 12、13 章（ 

13. 現代世界と人類学＇第 13 章（ 

14. まとめ：理解度の確認テスト 

 

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

・参考文献、配布資料を読む 

・授業で扱ったトピックについて自分の身のまわりのことを考える 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

平常点＇小テストまたはリアクションペーパー＇40%（、授業中の発言等＇30%（(70%)/最終テスト(Final Test)(30%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

毎回授業時にレジュメを配布する。 
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参考文献＇Readings（ 

1. ジョイ・ヘンドリー、2017、『社会人類学入門：多文化共生のために』＇増補新版（、法制大学出版局 

(ISBN:978-4-588-67519-5) 

2. Joy Hendry. 2016. An Introduction to Social Anthropology: Sharing Our Worlds(3rd ed.). Palgrave (ISBN:978-1-137-43154-7) 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

・レジュメやパワーポイントを使用した講義形式で、視覚・映像教材などを用いる。 

・授業では学生への／からの質問、学生同士のディスカッションの時間を設ける。 

・その他必要資料は随時配布する。 

 

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（ 
秋学期(Fall 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となる社会学の基礎的な概念や手法について学ぶ。 

 

You will learn the basic concepts and techniques of sociology that are required to study tourism and culture. 

 

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。 

 

With hierarchy, gender, ethnicity, media, urban, nation, globalization, and movement, etc. as our keywords, we will consider the 

various problems of modern society from a sociological point of view, and become familiar with the sociological way of thinking. 

 

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国家 

8. 問い直されるローカリティ 

9. 文化の社会学／文化の政治学 

10. エスニシティとアイデンティティ 

11. ジェンダーとセクシュアリティ 

12. 官僚制の逆機能 

13. 悪の陳腐さ 

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)(80%)/授業への参加度(20%) 

 

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（ 
観光人文学研究 

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（ 

文化の交流にかかわる事象を読み解く観光人文学理論として、リベラルヒューマニティ＇批評理論（を学ぶ。今年度は、観光と親

和性の高い物語論を中心とする。本講義は観光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。 

 

You will learn the basic concepts and techniques of sociology that are required to study tourism and culture. 

 

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

踏まえて講義しており、動的で忚用的な内容が断りなしに登場する観光研究において、話の組み立てを予測し、正しく理解するた

めに欠かせないリテラシーである。毎回 Blackboard に授業パワーポイントをアップするので、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。 

 

With social stratification, gender, ethnicity, media, city, nation, globalization, and mobility, etc. as our keywords, we will consider the 

various problems of modern society from a sociological point of view, and become familiar with the sociological way of thinking. 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. 講義の進め方・はじめに＇何を論じるのか（※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、該当箇所に目を通

しておくこと 

2. 1. 「物語」の形態学 

3. 2. 物語に流れる「時間」 

4. 3. 視点と語り手 

5. 4. 日本語の言語習慣 

6. 5. ノンフィクションは「物語」か 

7. 6. 物語論への批判 

8. 7. 「面白い展開」の法則 

9. 8. 变述のスピードと文体 

10. 9. 登場人物の内と外 

11. 10. さまざまな語りの構造 

12. 11. 「物語」のこれから 

13. まとめー観光と物語論 

14. 教場最終レポート 

 

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

必ずテキストを手元の置き，授業前に各回の該当部分に目を通し，わからない箇所や気になった箇所に印をつけておくこと。授業

後は次の回までに Bb 掲示板へ为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（ 

各回 Blackboard リアクションペーパー(60%)/最終レポート(Final Report)(40%) 

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. 橋本陽介、2017、『物語論 基礎と忚用』、講談社/Kindle 等 (ISBN:4062586509) 

 

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 (ISBN:4003720415) 

2. 蓼沼正美、2015、『超入門!現代文学理論講座』、筑摩書房/Kindle 等 (ISBN:448068946X) 
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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。 

 

Our goal is to shed light on and understand the basis of concept awareness of culture in the context of modern society that is 

necessary when trying to understand tourism phenomena from the perspective of culture. 

 

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。 

 

The acceleration of exchange on a global scale in modern society compels us to reconsider the fixed concept of “culture” that was 

taken for granted up to now. We will critically investigate the formation of the conventional concept of culture and its social 

function, and lectures will be given on methods for understanding the dynamic concept of culture, taking into account the 

development of modern transnationalism, including tourism. 

 

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)（ 
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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。 

 

You will learn the basic knowledge and perspective required for study in the College of Tourism through study of the historical 

development of events surrounding tourism. 

 

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は、歴

史的連続性という見方もまた有効であることを学ぶ。 

 

Within the historical development of the events surrounding tourism, we will look at cases in the West as well as in Japan. The 

periods we will refer to will be centered on the characteristics of tourism in early modern, modern, and contemporary times. In our 

lectures we will learn not only basic knowledge, but also the basic analytical perspectives needed to understand tourism, including 

the social factors behind its historical development, complexity, regional transversality, etc. In addition, we will study the 

effectiveness of historical continuity in order to better understand the current state of tourism. 

 

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. 現代日本における観光 

12. 現代観光の世界的潮流 

13. テーマからみる観光史 

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（ 

なし 

 

参考文献＇Readings（ 

講義ごとの参考文献リストを Blackboard に掲載する。 

 

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。 
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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（ 
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（ 
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学的な視点から分析・考察する能力を養う。 

 

 You will cultivate the ability to analyze and consider various commercialization processes in the context of tourism from a 

sociological point of view. 

 

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。 

 

 Based on the fact that tourism is a phenomenon that occurred within the phenomenon of modernity, in order to analyze and 

consider tourism academically, a certain amount of understanding of the systems and discourses of modernity is essential. In this 

course, we will introduce basic viewpoints for approaching the phenomenon of tourism from the perspectives of commercialization 

and consumption, phenomena that are unique to modernity. In tourism, various things that are not actually products are targets for 

consumption, such as ethnicity, gender, religion, emotion, memory, etc. In this course, we will examine various commercialization 

processes and the problems contained in each in the context of tourism from the perspective of consumption society theory, 

comparative cultural research (cultural studies), and others. 

 

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─マクドナルド化と脱マクドナルド化 

5. ポスト・モダニティと消費─ディズニー化 

6. エスニシティの商品化 1─記号から表象へ 

7. エスニシティの商品化 2─ミュージアムと先住民観光 

8. 貧困の商品化─スラム・ツーリズムの隆盛 

9. 現代アートとツーリズム 

10. 場所の商品化とリゾート 

11. 環境の商品化とリゾート 

12. 商品化とジェンダー1─実审乗務員の事例から 

13. 商品化とジェンダー2─性の商品化をめぐって 

14. まとめ 

 

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

『観光学キーワード』＇有斐閣（や『よくわかる観光社会学』＇ミネルヴァ書房（などで、社会学的な視点から観光を理解するための、

基本的な視座を事前に学習しておくこと。 

 

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。 
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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。 

 

You will come to understand the basic concepts and research methods of geography from various research examples. 

 

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。 

 

Natural environments and human activities exist in a complex relationship within a region. In this course, we will learn about the 

establishment and mechanisms of regions, with a focus on that relationship. To do that, we will cover various research cases in the 

field of geography, and learn diverse perspectives, methods of approach, and techniques of expression, etc. 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. 地理学の考え方 

2. 生物多様性と環境保全 

3. 地域生態＇里山における人と自然（ 

4. 文化生態＇環境適忚とヒルステーション（ 

5. 場所イメージ① 

6. 場所イメージ②＇リゾートウエディング企業の戦略（ 

7. 文化伝播①＇スポーツの伝播とその調べ方（ 

8. 文化伝播②＇文化層序の「発掘」と観光（ 

9. 機能地域＇集実圏と実層（ 

10. 文化圏＇言葉と信仰の広がりとその調べ方（ 

11. 文化景観＇伝統的景観の創造（ 

12. 構築为義と地域 

13. 聞き取り調査とアンケート調査の实際 

14. 身近な地域の調査 

 

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实施する。また，受講生は授業内で学ぶフィールドでの实践＇調査（

方法とその分析方法を用いて，授業時間外に現地調査を自ら实施し，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(50%) 

学期末のレポート試験＇50％（については，現地調査＇聞き取り調査やアンケート調査，参与観察など（を自ら实施してデータを入

手し，それをもとに自分で作成するものとする。 

 

テキスト＇Textbooks（ 

なし 

 

参考文献＇Readings（ 

授業中に適宜指示する。 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 
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■HB026 

科目コード／科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

HB026／地域研究法２＇文化人類学（ 

(Regional Study Method for Cultural Anthropology) 

テーマ／サブタイトル等 

＇Theme / Subtitle（ 
文化人類学入門 

担当者名 

＇Instructor（ 
竹村 和朗(TAKEMURA KAZUAKI) 

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（ 

・文化人類学の考え方、基本概念、蓄積されてきた議論の全体像を把握する 

・文化人類学の現代における役割と意義について考える 

 

・You will come to understand the approach and basic concepts of cultural anthropology, as well as the whole picture of the 

accumulated debates. 

・You will think about the role and significance of cultural anthropology in the modern world. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

本授業は、ジョイ・ヘンドリーの『社会人類学入門』＇増補新版（を用いつつ、社会・文化人類学という学問がどのような考えにもと

づき、何をどのように研究するものなのか、その全体像を把握することを目的とする。同書は、グローバリゼーションやインターネ

ット、観光、文化摩擦など現代的な問題を含んでいるので、それらの記述から、「いまなぜ人類学か」を考えていく。また、著者ヘ

ンドリーは、日本でフィールドワークを行った経験を持つため、本書の中には日本＇ただし尐し前の時代の（に関する知見がしばし

ば見られる。それを「日本を知っている」はずの私たちが読んでどのように評価するか、も本書の醍醐味である。 

 

In this course, we will use Joy Hendry's Introduction to Social  

Anthropology (Third Edition) with the goal of grasping the big picture of what kind of ideas the study of social and cultural 

anthropology is based on, and of what and how to research. This text includes modern issues such as globalization, the Internet, 

tourism, cultural conflict, etc., so from those readings we will consider the question of “Why anthropology now?” Also, since the 

author Hendry has fieldwork experience in Japan, you will see a variety of information about Japan in this book (albeit of a 

somewhat earlier era). For those of us who should know Japan, her evaluations are one of the pleasures of this book. 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. イントロダクション：本書をとりあげる意義＇序章、まえがき（ 

2. 世界の見方＇第 1 章（ 

3. タブーと穢れ＇第 2 章（ 

4. 贈答と交換＇第 3 章（ 

5. 儀礼と象徴＇第 4、5 章（ 

6. 芸術と民芸＇第 6 章（ 

7. 宗教と呪術＇第 7 章（ 

8. 妖術と邪術＇第 8 章（ 

9. 法と秩序＇第 9 章（ 

10. 政治の技法＇第 10 章（ 

11. 家族・親族・結婚＇第 11 章（ 

12. 現代の経済、グローバル化と観光＇第 12、13 章（ 

13. 現代世界と人類学＇第 13 章（ 

14. まとめ：理解度の確認テスト 

 

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

・参考文献、配布資料を読む 

・授業で扱ったトピックについて自分の身のまわりのことを考える 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

平常点＇小テストまたはリアクションペーパー＇40%（、授業中の発言等＇30%（(70%)/最終テスト(Final Test)(30%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

毎回授業時にレジュメを配布する。 
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参考文献＇Readings（ 

1. ジョイ・ヘンドリー、2017、『社会人類学入門：多文化共生のために』＇増補新版（、法制大学出版局 

(ISBN:978-4-588-67519-5) 

2. Joy Hendry. 2016. An Introduction to Social Anthropology: Sharing Our Worlds(3rd ed.). Palgrave (ISBN:978-1-137-43154-7) 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

・レジュメやパワーポイントを使用した講義形式で、視覚・映像教材などを用いる。 

・授業では学生への／からの質問、学生同士のディスカッションの時間を設ける。 

・その他必要資料は随時配布する。 

 

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) 

担当者名 

＇Instructor（ 
内藤 順子(NAITO JUNKO) 

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（ 

開発をめぐる諸問題について、その対象となる人びと・地域・国家などの社会・文化に焦点をあて、文化人類学的視点から考察し、

現代世界の構造をとらえることを目標とする。 

 

We will look at the issues of development with a focus on the societies and cultures of the peoples, regions, and nations affected, 

and consider them from a cultural anthropological perspective, with the goal of understanding the structure of the modern world. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

本講義で扱う「開発」とは、「人の選択肢を広げる」という理念のもとで、国内外において实践される支援・援助活動をいう。そうし

た实践は、为として異なる社会文化的・経済的背景を持つ国家間や、異なる生活状況にある人間同士で实施されるため、多様な

文化や価値観が出会う現場ともなる。そこでは、他者や他者文化・社会＇とくに開発が対象とする「貧困」（に対してどのような配慮

や理解が必要となるのか。アジア、ラテンアメリカなどの具体的な開発援助・支援の例をあげながら検討・考察する 

 

The meaning of “development” we will use in the course is the practice of giving support and assistance both domestically and 

abroad, based on the principle of “expanding people's choices.” Since this practice mainly takes place between nations with 

different socio-cultural and economic backgrounds, and between people of different lifestyle situations, it is also a meeting place 

for diverse cultures and values. In such cases, what consideration and understanding of other peoples and other cultures 

(especially impoverished places that are often targeted for development) is necessary? We will investigate and consider specific 

examples of development assistance and support in Asia, Latin America, etc. 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. イントロダクション：なぜ開発と文化か 

2. 開発援助の仕組み 

3. 開発援助の具体の現場から：問題の所在 

4. 開発現場の文化摩擦＇１（専門家と住民 

5. 開発現場の文化摩擦＇２（援助国と被援助国 

6. 開発援助対象地域と人びとの現实：アジア 

7. 開発援助対象地域と人びとの現实：ラテンアメリカ 

8. 貧困と社会問題 

9. 「貧困」概念の再検討＇１（ 

10. 「貧困」概念の再検討＇２（ 

11. 現代世界の構造と開発 

12. 「ボトムアップ」はいかに可能か 

13. 被開発者あるいは他者の理解に近づくために 

14. まとめ：開発あるいは他者にかかわるために必要な視点・構え・備え 

 

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

世の中の動きに関心を持つこと。 

講義で扱う・扱ったトピックについて自分で追究する姿勢を持つこと。 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

筆記試験(Written Exam)(100%) 

毎回リアクションペーパーを提出してもらいます。 

 

テキスト＇Textbooks（ 

なし 

 

参考文献＇Readings（ 
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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（ 
観光人文学研究 

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（ 

文化の交流にかかわる事象を読み解く観光人文学理論として、リベラルヒューマニティ＇批評理論（を学ぶ。今年度は、観光と親

和性の高い物語論を中心とする。本講義は観光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。 

 

You will learn the basic concepts and techniques of sociology that are required to study tourism and culture. 

 

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

踏まえて講義しており、動的で忚用的な内容が断りなしに登場する観光研究において、話の組み立てを予測し、正しく理解するた

めに欠かせないリテラシーである。毎回 Blackboard に授業パワーポイントをアップするので、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。 

 

With social stratification, gender, ethnicity, media, city, nation, globalization, and mobility, etc. as our keywords, we will consider the 

various problems of modern society from a sociological point of view, and become familiar with the sociological way of thinking. 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. 講義の進め方・はじめに＇何を論じるのか（※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、該当箇所に目を通

しておくこと 

2. 1. 「物語」の形態学 

3. 2. 物語に流れる「時間」 

4. 3. 視点と語り手 

5. 4. 日本語の言語習慣 

6. 5. ノンフィクションは「物語」か 

7. 6. 物語論への批判 

8. 7. 「面白い展開」の法則 

9. 8. 变述のスピードと文体 

10. 9. 登場人物の内と外 

11. 10. さまざまな語りの構造 

12. 11. 「物語」のこれから 

13. まとめー観光と物語論 

14. 教場最終レポート 

 

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

必ずテキストを手元の置き，授業前に各回の該当部分に目を通し，わからない箇所や気になった箇所に印をつけておくこと。授業

後は次の回までに Bb 掲示板へ为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（ 

各回 Blackboard リアクションペーパー(60%)/最終レポート(Final Report)(40%) 

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. 橋本陽介、2017、『物語論 基礎と忚用』、講談社/Kindle 等 (ISBN:4062586509) 

 

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 (ISBN:4003720415) 

2. 蓼沼正美、2015、『超入門!現代文学理論講座』、筑摩書房/Kindle 等 (ISBN:448068946X) 
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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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■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． 

 

The purpose of this course is that students can explain tourist behavior and their mental state before, during, and after travel from 

theoretical and practical perspectives. 

 

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，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． 

 

This course will present an array of themes and issues relates to tourist behaviors before, during, and after travel. Motivation for 

travel, information search, destination image formation, reducing and evaluation of choice sets, mental state of during travel, and 

evaluation of experiences after travel. In the last, constraints for travel are explained.  In addition to these themes, the latest 

research topics will be introduced. 

Moreover, the Internet surveys related to themes of this courses will be conducted to facilitate students‟ understanding. 

 

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，講義進行に対忚する部分＇講義時に指示（

を読み進めておくことで，授業の理解が容易になります．また，授業の設定レベルを超えた忚用的な学習もできます． 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

筆記試験(Written Exam)(70%)/授業で説明した理論に基づいた旅行経験の分析に関するレポート(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) 
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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． 

 

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． 

 

The purpose of this course is that students can explain tourist behavior and their mental state before, during, and after travel from 

theoretical and practical perspectives. 

 

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，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． 

 

This course will present an array of themes and issues relates to tourist behaviors before, during, and after travel. Motivation for 

travel, information search, destination image formation, reducing and evaluation of choice sets, mental state of during travel, and 

evaluation of experiences after travel. In the last, constraints for travel are explained.  In addition to these themes, the latest 

research topics will be introduced. 

Moreover, the Internet surveys related to themes of this courses will be conducted to facilitate students‟ understanding. 

 

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，講義進行に対忚する部分＇講義時に指示（

を読み進めておくことで，授業の理解が容易になります．また，授業の設定レベルを超えた忚用的な学習もできます． 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

筆記試験(Written Exam)(70%)/授業で説明した理論に基づいた旅行経験の分析に関するレポート(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) 



 - 485 - 

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． 

 

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, その手法や知見を忚用する力を身につける｡ 

 

You will learn about various regional models in Geography of Tourism and examples of their application both domestically and 

overseas. You will also gain the ability to apply such techniques and information. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

様々な観光地の形成や空間構造, 観光実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, 分析方法などの实践的な手法も紹介することで, 総合的な知識と思考力を身につける｡ 

 

We will cover the basic concepts and case studies of Geography of Tourism relating to the formation and spatial structure of 

various tourist destinations, the spatial characteristics of tourist behavior, etc. Through an introduction of practical techniques for 

analysis methods, etc., you will gain general knowledge and the ability to think critically. 

 

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・観光政策の实証分析』、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. 矢ヶ﨑典隆ほか、2018、『グローバリゼーション 縮小する世界』、朝倉書店 (ISBN:4254168810) 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 
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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) 

テーマ／サブタイトル等 

＇Theme / Subtitle（ 
「Site and Situation」を探索する 

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（ 

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。 

 

We will focus on regions and landscapes, and cultivate the ability to consider the movement of people and the phenomenon of 

tourism from a spatial perspective. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

国内外の地方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。 

 

We will mainly look at regional cities both within and outside of Japan, and how their origins, growth, and regional characteristics 

are connected to the formation of a tourist region, and using tourism geography methods, we will consider them from diverse 

spatial scales. Reading the tabletop maps and interpreting the topographical maps are essential processes for deepening your 

consideration of the points in the class content. 

 

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」である。というのも，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の考察を深めることは難しいためである。そこで，履修者は教审で配付される地図とは別に，自身の

地理的知識に忚じた地図帳などを手元に用意して，教审の内外で辞書のように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。 
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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（ 
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（ 

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｡ 

 

This is a lecture-style introductory course which will help you to imagine the enjoyment of diverse and introspective readings on 

social and cultural phenomena that relate to tourism from the perspective of cultural anthropology. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

人類学者の多くは特定の地域や民族の社会にこだわって濃密かつ長期のフィールドワークを何度も繰り返し，その地の人々への

関係性を深めながら思索を進めています。そのフィールドでは，規模や重要度や内容や反忚は实に様々ですが，どこでもそれな

りに観光っぽい現象も生じています。ただし，観光も他の現象もその進み具合や受け止め方は，世界のどこでも誰でも一様であ

るはずはなく，1 つの社会でさえ，その中の誰とどのような関係性を取り結んでいるかによって，見えてくる風景も聞こえてくる声も

違ってきます。このような個別具体性をどこまで丁寧に掬いあげることができるか，そのことに現代人類学は腐心しています。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，困難や課題があり得るの

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。 

入門的な講義ですから、教科書『観光文化学』を使って授業を進めます。 

 

Many anthropologists specialize in the society of an ethnic group in a designated region, and over repeated intensive and long term 

field work, they deepen their relationships with the people of that area while proceeding with their inquiry. In that field, the scale, 

importance, content, and reactions are actually varied, and a phenomenon like tourism exists everywhere to some extent. However, 

the progress and acceptance of tourism and other phenomena cannot be considered to the uniform everywhere in the world, and 

even within one society, the circumstances seen and the voices heard differ depending on who the person is and what connection 

they have. Modern anthropology is taking great pains to find out how carefully this individual specificity can be taken up. When 

seen from the perspective of those have specialized in modern anthropology (like myself), the kind of enjoyment, significance, 

difficulties, and issues that make up tourism theory and tourism research make me want to share my interests, partially or 

temporarily, with those taking this course. 

This is an introductory course, and we will proceed with the course according to the textbook Tourism Culture Studies. 

 

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・権力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｡  
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成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

筆記試験(Written Exam)(100%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

1. 山下晋司、2007 年、『観光文化学』、新曜社 

随時，資料を配布します｡ 

 

参考文献＇Readings（ 

1. 山下晋司、2011 年、『観光学キーワード』、有斐閣 

2. 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 

3. 古川彰・松田素二、2003 年、『観光と環境の社会学』、新曜社 

4. 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 

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) 

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（ 
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。 

 

Our goal is to cultivate the basic ability and imagination needed to analyze the phenomenon of tourism from a cultural 

anthropology perspective. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

 観光がホスト社会にもたらす影響は、経済的側面のみならず、社会的・文化的・政治的側面など多岐にわたっている。それゆえ、

観光を学術的に考察する際の方法論も多様である。本講義では、文化人類学という学問を手がかりに、観光現象を「文化」という

側面から考察するための基礎的概念・考え方について学ぶことを目的としている。 

 世界システムの周辺に位置づけられる第三世界や第四世界の人々の生活世界に観光はどのような影響を及ぼしてきたのか、

世界の先住民社会や農山漁村における観光開発の現状を紹介することを通じて、現代観光の問題点や可能性について検討して

みたい。 

 

 The effect that tourism has on the host society is not only economic, but also spans diverse social, cultural, and political aspects. 

Therefore, the methodology for considering tourism academically is also diverse. The purpose of this lecture is to learn basic 

concepts and ideas for considering phenomena in tourism, from the "cultural” side, with the discipline of Cultural Anthropology as 

our guide. 

 What kind of impact has tourism made on the lives of people in the third and forth world countries located around the world 

system, and introducing the current situation of tourism development in the world's indigenous societies and their farming and 

fishing villages, we will examine the problems and possibilities of modern tourism. 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. 趣旨説明 

2. 新植民地为義と観光─ハワイ 

3. 映像資料 (ジャマイカの観光開発) 

4. 世界遺産と観光 1─ラオス・ルアンパバン 

5. 世界遺産と観光 2─中国・麗江 

6. セックス・ツーリズムと農村女性─タイ 

7. バックパッカーの理想と現实 

8. 映像資料：バックパッカーの現状 

9. 先住民観光とアート─イヌイット 

10. エコツーリズムと先住民 1─環境为義とは何か 

11. エコツーリズムと先住民 2─持続可能な開発とは何か 

12. エコツーリズムと先住民 3─タイ北部山地民カレン 

13. 現代日本における農山村の再編と観光─高知県四万十川流域 

14. まとめ 

 

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

『文化人類学キーワード』(有斐閣)や『観光学キーワード』(有斐閣)等で、関連する内容についての基礎的な知識を身につけておく

ことが望ましい。 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

レポート試験(Report Exam)(80%)/リアクションペーパー(20%) 

4 回以上の欠席で、単位認定の資格を失う。 

 

テキスト＇Textbooks（ 

特に定めない。 

 

参考文献＇Readings（ 
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毎回の授業時に、参考文献リストを配布する。 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 
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■HB083 

科目コード／科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

HB083／観光社会学１ 

(Sociology of Tourism 1) 

テーマ／サブタイトル等 

＇Theme / Subtitle（ 
バックパッキングとディズニーランドから観光学を学ぶ 

担当者名 

＇Instructor（ 
新井 克弥(ARAI KATSUYA) 

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（ 

本講義はいわば｢観光学各論」。若者が観光とどのように関わってきたのか､そして現在どのように関わっているのかについて観

光学、メディア論、若者文化論の視点から認識を深めてもらいます。 

 

This lecture is, we might say, “Tourism theory”. To deepen awareness of how young people are involved in tourism, and how they 

are currently involved from the perspectives of tourism studies, media theory, and youth culture theory. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

若者と観光の関わりについてバックパッキングとディズニーランとをトピックに考察していきます。メディア、交通インフラの発達､国

際化の進展の中で､若者たちは旅行というレジャースタイルに対する意識や行動をどのように変化させていったのかが議論の焦

点。言い換えれば本講義は観光にまつわる若者文化論と位置づけることができます。 

 

We will discuss backpacking and Disneyland as topics exploring the relationship between youth and tourism. The focus of our 

discussion will be how young people‟s attitudes and behavior towards travel for leisure have been changed by the advancement of 

globalization, media and transportation infrastructure. In other words, this lecture can be regarded as youth culture theory in 

relation to tourism. 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. 若者と観光。若者はこれまで観光とどのように関わってきたのか 

2. バックパッキングと若者 1：前史・戦前から 1970 年代までのバックパッキングについて 

3. バックパッキングと若者 2：隆盛期・1980 年代〜90 年代におけるバックパッキングと流行について 

4. バックパッキングと若者 3：衰退期・2000 年以降の海外旅行離れについて 

5. 若者とメディア、そしてバックパッキングの状況：世界最大の安宿街タイ・バンコク・カオサン地区におけるバックパッカーの

行動とその変容について 

6. ディズニーランドと若者 1:変容する TDR＇東京ディズニーランド＋東京ディズニーシー（のおかしな現状､ディズニー学の基礎

知識 

7. ディズニーランドと若者 2：ディズニーランドと日本人(〜1980 年まで｡ディズニーというゆりかごのなかで（ 

8. ディズニーランドと若者 3：テーマパークの本質①:情報圧によるめまい 

9. ディズニーランドと若者 4：テーマパークの本質②ハイパーリアリティ 

10. ディズニーランドと若者 5：テーマ性の崩壊＇ごった煮化するパレードを例に（ 

11. ディズニーランドと若者 6：ジャパン・オリジナル化する TDR＇アキバ化、ドンキ化（ 

12. ディズニーランドと若者 7：ディズニー化する社会、脱ディズニー化する TDR 

13. ディズニーランドと若者 8：日本の伝統文化を踏襲する TDR(積分文化と微分文化（ 

14. ディズニーランドと若者 9：アメリカ人にとってディズニーランドとは何か＇オーディエンスの日米比較（ 

 

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

指定されたテキスト、参考図書に必ず目を通してください。 

 

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への書き込み(20%) 

出席は足切りのため､成績には反映されません。 

 

テキスト＇Textbooks（ 

1. 新井克弥、2016、『ディズニーランドの社会学〜脱ディズニー化する TDR』、青弓社 (ISBN:4787234056) 

 

参考文献＇Readings（ 

1. 新井克弥、2000、『バックパッカーズ・タウン カオサン探検』、双葉社 (ISBN:4575291129) 

2. 山口誠、2010、『ニッポンの海外旅行〜若者と観光メディアの 50 年史』、ちくま新書 (ISBN:4480065598) 
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3. 小谷敏編、1993、『若者論を読む』、世界思想社 (ISBN:4790704815) 

4. 小谷敏編、2017、『二十一世紀の若者論』、世界思想社 (ISBN:4790716937) 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

勝手にメディア社会論＇https://blogs.yahoo.co.jp/mediakatsuya（ 

 

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) 

テーマ／サブタイトル等 

＇Theme / Subtitle（ 
観光社会学のフロンティア 

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（ 
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。 

 

Understanding the basic modes of thought in sociology, students will acquire methods to analyze tourism behaviors and tourism 

phenomena from sociological perspectives. 

 

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、メディア、ローカリティ、パフォーマンス、モビ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。 

 

With the keywords, „modernity‟, „authenticity‟, „gaze‟, „media‟, „locality‟, „performance‟, „mobility‟ etc. we will study the basic 

concepts of Sociology of Tourism, as well as the latest research trends. 

 

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. ディズニーランド・本物・偽物 

6. ディズニーランド化する社会 

7. 観光とまなざし 

8. 中間考察 

9. ローカリティへのまなざし 

10. まなざしと権力 

11. 日本へのまなざし 

12. まなざしからパフォーマンスへ 

13. 移動論的転回 

14. 観光をめぐる自由と不自由 

 

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)(80%)/授業への参加度(20%) 

 

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 (ISBN:9784779508264) 

 

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) 

テーマ／サブタイトル等 

＇Theme / Subtitle（ 
文化装置としてのホテル 

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（ 

観光の基本施設としてのホテルが有する社会的・文化的意味の分析を通して、観光と社会・文化の関係を具体的に理解すること

を目標とする。 

 

Through analysis of the social and cultural meaning of the hotel, as the basic tourism facility, we aim to understand the specific 

relationships between tourism, society and culture. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

ホテルという西洋近代発祥の施設の地球規模での普及・一般化が生み出した社会的・文化的意味について、特に非西洋社会

＇日本およびアジア（におけるホテルの成立と展開を重視しながら複数の事例について比較分析し、観光がもたらすグローバル化

とローカル化のせめぎあいとその帰結として成立するホテルという文化空間の性格を解明する。 

 

While analyzing the social and cultural meaning created by the proliferation and homogenization of Western-style facilities, such as 

hotels, in particular emphasizing the establishment and development of hotels in non-western societies (Japan and Asia), we will 

examine a number of case-studies, and by comparative analysis, elucidate the nature of cultural space “hotels” established as a 

consequence of globalization and localization brought by tourism. 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. オリエンテーション 

2. 文化装置としてのホテル：分析視角の検討＇１（ 

3. 文化装置としてのホテル：分析視角の検討＇２（ 

4. 非西洋社会におけるホテル：日本の事例＇１（ 

5. 非西洋社会におけるホテル：日本の事例＇２（ 

6. 非西洋社会におけるホテル：日本の事例＇３（ 

7. 非西洋社会におけるホテル：日本の事例＇４（ 

8. 非西洋社会におけるホテル：日本の事例＇５（ 

9. 非西洋社会におけるホテル：日本の事例＇６（ 

10. 非西洋社会におけるホテル：アジアの事例＇１（ 

11. 非西洋社会におけるホテル：アジアの事例＇２（ 

12. 非西洋社会におけるホテル；アジアの事例＇３（ 

13. 非西洋社会におけるホテル：アジアの事例＇４（ 

14. まとめ 

 

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

分析の対象として取り上げる諸事例に関する関連資料を事前・事後に当たり、事例に関する理解を深めること。また、受講者各

自が有する経験を実体化し、講義の内容と照らし合わせ、事例分析の一助とすること。 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

レポート試験(Report Exam)(70%)/授業時の報告・リアクションペーパー(30%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

なし 

 

参考文献＇Readings（ 

 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 



 - 498 - 

 

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（ 
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（ 
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。 

 

With a religious understanding from a social science perspective, we will explore the connection between religion and tourism from 

multi-dimensional perspective. By this, we aim to understand the social expansion of tourism, in the context of tourism research, 

understanding the dynamics of the spread and commercialization of religion in the context of religious research. 

 

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。 

 

The connection between religion and tourism is a phenomenon that has recently been attracting attention in many fields, but if we 

look beyond the superficial situation that religious sites (sacred places) and selling goods (such as seals, amulets etc.) are 

becoming tourism resources, it is necessary to understand what kind of historical depth such a phenomenon has, and what kind of 

societal, generational changes are occurring. Therefore, a point that is not well enough understood by many people is what is 

religion in the first place? Not just in the narrow sense of the doctrinal and religious organizational components, but from the 

aspect of daily life and social function, anthropologically and sociologically, considering, in a step-by-step manner, how the 

characteristics of consumer society in late modernity, affect the transformation of religion and the commodification of tourism 

resources. In the process, we will tackle issues beyond the meaning conventionally associated with “religion”. 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. イントロダクション：宗教のイメージを相対化する 

2. 宗教と社会変動：世俗化 

3. 高度消費社会化と拡散する宗教性 

4. 巡礼のツーリズム化 

5. 巡礼ツーリズムの現在 

6. 聖地の構築と文化遺産 

7. 心霊スポットからパワースポットへ 

8. 集合的熱狂：フェス・デモ・全体为義 

9. 他者に寛容なツーリズム：ハラール・礼拝堂・ベジタリアン 

10. 映像視聴：Youtube 時代と消費される宗教情報 

11. 自己啓発とセラピー文化 

12. ディープエコロジーとロハス 

13. 片づけ・断捨離・ライフヒストリー 

14. まとめ 

 

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

・随時参考資料や文献を配布もしくはアップするので、指示があった場合は読んでくること。 

・リアクションペーパーの提出、身近な事象に関する調べ物、ちょっとした文章の執筆を求めることがある。それらは「平常点」の加

点減点対象となる。 

・本科目は言うまでもなく、宗教的なことを实践したり、パワースポットをお参りしたりすることが目的ではない。こうした現象や行為

を「好き」な人の受講は全くもって妨げるものではないが、学術的文脈に置き換えるためには分析的・批判的に捉える必要がある。

「好きなもの」を自己相対化する気概と、分析的・批判的にものごとを捉える力が求められる。 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 
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レポート試験(Report Exam)(70%)/提出物(30%) 

一定以上欠席した場合成績評価対象から除外する。 

 

テキスト＇Textbooks（ 

なし 

 

参考文献＇Readings（ 

1. 岡本亮輔、2015、『聖地巡礼―世界遺産からアニメの舞台まで』、中央公論新社 

2. 山中弘編、2012、『宗教とツーリズム―聖なるものの持続と変容』、世界思想社 

3. ベック、ウルリッヒ、2011、『〈私〉だけの神―平和と暴力のはざまにある宗教』、岩波書店 

4. 河西瑛里子、2015、『グラストンベリーの女神たち イギリスのオルタナティヴ・スピリチュアリティの民族誌』、法蔵館 

5. 小池靖、2007、『セラピー文化の社会学―ネットワークビジネス・自己啓発・トラウマ』、勁草書房 

6. 牧野智和、2015、『日常に侵入する自己啓発―生き方・手帳術・片づけ』、勁草書房 

 

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) 

テーマ／サブタイトル等 

＇Theme / Subtitle（ 
文化装置としてのホテル 

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（ 

観光の基本施設としてのホテルが有する社会的・文化的意味の分析を通して、観光と社会・文化の関係を具体的に理解すること

を目標とする。 

 

Through analysis of the social and cultural meaning of the hotel, as the basic tourism facility, we aim to understand the specific 

relationships between tourism, society and culture. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

ホテルという西洋近代発祥の施設の地球規模での普及・一般化が生み出した社会的・文化的意味について、特に非西洋社会

＇日本およびアジア（におけるホテルの成立と展開を重視しながら複数の事例について比較分析し、観光がもたらすグローバル化

とローカル化のせめぎあいとその帰結として成立するホテルという文化空間の性格を解明する。 

 

While analyzing the social and cultural meaning created by the proliferation and homogenization of Western-style facilities, such as 

hotels, in particular emphasizing the establishment and development of hotels in non-western societies (Japan and Asia), we will 

examine a number of case-studies, and by comparative analysis, elucidate the nature of cultural space “hotels” established as a 

consequence of globalization and localization brought by tourism. 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. オリエンテーション 

2. 文化装置としてのホテル：分析視角の検討＇１（ 

3. 文化装置としてのホテル：分析視角の検討＇２（ 

4. 非西洋社会におけるホテル：日本の事例＇１（ 

5. 非西洋社会におけるホテル：日本の事例＇２（ 

6. 非西洋社会におけるホテル：日本の事例＇３（ 

7. 非西洋社会におけるホテル：日本の事例＇４（ 

8. 非西洋社会におけるホテル：日本の事例＇５（ 

9. 非西洋社会におけるホテル：日本の事例＇６（ 

10. 非西洋社会におけるホテル：アジアの事例＇１（ 

11. 非西洋社会におけるホテル：アジアの事例＇２（ 

12. 非西洋社会におけるホテル；アジアの事例＇３（ 

13. 非西洋社会におけるホテル：アジアの事例＇４（ 

14. まとめ 

 

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

分析の対象として取り上げる諸事例に関する関連資料を事前・事後に当たり、事例に関する理解を深めること。また、受講者各

自が有する経験を実体化し、講義の内容と照らし合わせ、事例分析の一助とすること。 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

レポート試験(Report Exam)(70%)/授業時の報告・リアクションペーパー(30%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

なし 

 

参考文献＇Readings（ 

 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 
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注意事項＇Notice（ 
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■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]概念から見る現代社会 

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。 

 

This lecture will deepen understanding of the mechanisms unique to modern society, in which culture is linked to politics and 

policies, based on case-studies of art and visual culture, as well as regional development. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

本科目でいう「文化」とは絵画や芸能などの芸術作品に限らず,文化人類学で定義するような人々の生活様式やものの考え全般

を指す。国家や現实政治がこうした意味での「文化」を対象化するということは,ある面では文化を創造し進化させていく側面を持

つが,別の面においては自律的な生活世界の統治や管理でもある。 

 

なぜ近代国家や政治は文化をコントロール下に置くようになったのか。またその功罪は何か。「文化の政治学」について理解を深

めることは,観光と文化との関係を考察するためにも不可欠な視点を提供する。 

 

本科目では日本をはじめアメリカやインド等の民族誌的事例に即して,文化政策の生成過程,地域社会の取り組み,文化の消費,グ

ローバル社会への包摂といった観点から読み解いていく。 

 

“Culture” in this course will not be limited to works of art such as paintings and performing arts, but refers to the lifestyles and 

general ideas of people, as defined in cultural anthropology. The fact that national and local governments conceive of “culture” in 

this sense, has an element of creating and evolving culture in one respect, but in another can be seen as autonomous governance 

and management of the living world. 

 

Why did modern nations and politics come to put culture under such control? And what are the pros and cons? To deepen 

understanding of the “politics of culture” provides essential perspectives for considering the relationship between tourism and 

culture. 

 

In this course, we will read and learn from the perspective of the cultural policy generation process, the local community approach, 

cultural consumption, and inclusion in the global society, following ethnographic cases such as Japan, the United States and India. 

 

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（ 

授業時に必要に忚じて指示する。 
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成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

筆記試験(Written 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（。受講生の为体的な学習を求めます。 

 

テキスト＇Textbooks（ 

テキストは指定しないが、授業内で適宜文献を提示もしくは配布する。 

 

参考文献＇Readings（ 

 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 
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■HB106 

科目コード／科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

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。 

 

An important topic in tourism, often mentioned in Japan in recent years, is “dark tourism”, which will be comprehensively examined 

from the original concept of dark tourism, to the disaster dark tourism that has emerged in Japan. 

 

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、東日本大震災以降、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。 

 

Unraveling the history of research on dark tourism, beyond just the conventional war, but also covering the mode of progress 

made specifically in Japan regarding disasters since the Great East Japan Earthquake, highlighting topics at the present time such 

as consideration of world heritage, archeology and relationship with politics. 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. オリエンテーション、講義の受け方 

2. ダークツーリズムとは何か 

3. 負の世界遺産とは 

4. 教育旅行としてのダークツーリズム 

5. 災害を観光するとは 

6. ツーリズムと癒し 

7. メメント・モリとタナトス 

8. 戦跡考古学のなしとげたもの 

9. 負の遺産と歴史認識 

10. オーバーツーリズムはダークか 

11. 人間の彼岸としての自然ツーリズム 

12. 慰霊・墓参と天皇 

13. 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、Blackboard 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（ 

リアクションペーパーなど出席状況等の平常点(60%)/最終レポート(Final Report)(40%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

教場で指示する 

 

参考文献＇Readings（ 

1. 井出明、2018、『ダークツーリズム拡張』、美術出版社/Kindle 等 (ISBN:4568506360) 

2. 須藤廣・遠藤英樹、2018、『観光社会学 2.0』、福村出版 (ISBN:4571410611) 

その他、教場で指示する 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

http://masutani.biz 
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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 实(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。 

 

To be able to taste the journey richly, acquiring philosophical thinking, and be able to think about the experience of the journey 

from a deeper, multi-faceted perspective. 

 

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。 

 

We will examine travel from various angles, in terms of similarity with literature, deepening our thought on dealing with life, while 

training our humanistic thinking. Each time we will read excerpts from several literary works, examining philosophically. 

All 14 sessions will be divided into 3 stages, or parts. The first stage: Review of the principles of literature and travel (1-4), Second 

stage: Training in critical thinking regarding phenomena (5-8), Third stage: Awakening of creative thinking (9-12). In conclusion, we 

will look back while watching the movie "The Way"(derected by Emilio Estevez, 2010（. 

 

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（ 
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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。 

 

Among the “fantasy travel journals” of all times and places, we will highlight works created in 19th century Europe, analyzing the 

underlying desires of the western journey through our reading. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

十九世紀ヨーロッパは「空想」と「現实」の緊張関係が頂点に達した時代に当たり，多くの優れた空想旅行記が書かれている。そ

の代表作をなるべく多く紹介し，時代背景と密接に関連させながら，内容を解説する。物語構造を正確に把握し，細部に込められ

た意味を解明するだけではなく，関連図版によって理解を深める。旅は，人が世界を「知る」ための特権的な手段であると同時に

形式でもある．そこで問われている「世界に関する知」の性質が，テクノロジーの発展と脱宗教化を背景に「旅」が「観光」となった

「近代」において，いかなる変容を遂げたのか．講義全体を通して，「近代」を形成したヨーロッパ的な世界認識の特徴を，それ以

前の多くの文化の世界認識との比較によって把握したい． 

 

Nineteenth century Europe reached a period of climatic tension between “fantasy” and “reality”, where many excellent fantasy 

travelogues were written. Introducing as many representative works as possible, we will explain the contents in close relation to 

the historical background. Accurately understanding the narrative structure, clarifying meaning embedded in the details, and 

deepening our understanding with related drawings. Travel is a privileged means and way of "knowing” the world. So what kind of 

transformation has occurred in the nature of "knowledge on the world" that has been questioned in “modernity” where “travel” 

becomes “tourism”, against the background of technological development and secularization? In this lecture, we will attempt to 

grasp the characteristics of the European world view that has formed "modernity", through comparison with the world views of 

many earlier cultures. 

 

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 
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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。 

 

An important topic in tourism, often mentioned in Japan in recent years, is “dark tourism”, which will be comprehensively examined 

from the original concept of dark tourism, to the disaster dark tourism that has emerged in Japan. 

 

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、東日本大震災以降、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。 

 

Unraveling the history of research on dark tourism, beyond just the conventional war, but also covering the mode of progress 

made specifically in Japan regarding disasters since the Great East Japan Earthquake, highlighting topics at the present time such 

as consideration of world heritage, archeology and relationship with politics. 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. オリエンテーション、講義の受け方 

2. ダークツーリズムとは何か 

3. 負の世界遺産とは 

4. 教育旅行としてのダークツーリズム 

5. 災害を観光するとは 

6. ツーリズムと癒し 

7. メメント・モリとタナトス 

8. 戦跡考古学のなしとげたもの 

9. 負の遺産と歴史認識 

10. オーバーツーリズムはダークか 

11. 人間の彼岸としての自然ツーリズム 

12. 慰霊・墓参と天皇 

13. 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、Blackboard 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（ 

リアクションペーパーなど出席状況等の平常点(60%)/最終レポート(Final Report)(40%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

教場で指示する 

 

参考文献＇Readings（ 

1. 井出明、2018、『ダークツーリズム拡張』、美術出版社/Kindle 等 (ISBN:4568506360) 

2. 須藤廣・遠藤英樹、2018、『観光社会学 2.0』、福村出版 (ISBN:4571410611) 

その他、教場で指示する 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

http://masutani.biz 
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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。 

 

In this class, we will focus on the development of tourism in the former colonies, countries and regions with quasi-colonial status, 

aiming to learn (1) what problems are there and (2) what solutions are being addressed. 

 

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。 

 

A colony is an area placed in political subordination to another country. Colonial tourism, which began with colonialism in the 

Asia-Pacific, expanded with the desire to see newly acquired territory. In this class, we will highlight the development of tourism in 

countries and regions colonized during modern times, learn about the historical background of colonization, and examine the 

process and current status of tourism development including its  problems and solutions. After the 2nd to 4th classes taught by 

the tutor, regions to be subsequently studied will be determined by the seminar groups. From the 5th class, each group will make 

presentations for discussion, putting together for a final report. 

 

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。 
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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 

3. 曽山 毅、青弓社、『植民地台湾と近代ツーリズム』、青弓社 

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（ 
Current Issues in Western Tourism 

担当者名 

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

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（ 
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：2019 年 8 月 6 日＇火（～9 日＇金（ 

※6 日＇火（は 4～5 限、7 日＇水（・8 日＇木（・9 日＇金（は 2～5 限で实施する。 

 

Class Schedule：8/6＇tue（4～5 period、7＇wed（・8＇thu（・9＇fri（2～5 period 

 

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. History and recent issues in Western tourism. 

3. Current status of Western tourism (growth, trends, economic impact, etc.) 

4. The Olympic Games and tourism. 

5. Destination branding case studies 1. 

6. Destination branding case studies 2. 

7. Disruptive technology: Uber and ride sharing, Airbnb and alternative accommodations. 

8. Social media, technology and tourism. 

9. Controversial issues: LGBT tourism, poverty tourism. 

10. Tourism ethics: Accessible tourism, animal tourism, dark tourism. 

11. Climate change and the future of the tourism industry. 

12. Tourism impacts and overtourism. 

13. Why do we travel? Travel motivation and psychology. 

14. Course summary and review. 

 

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. (Handouts may be in digital format.) 

 

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（ 
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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。 

 

In this class, we will focus on the development of tourism in the former colonies, countries and regions with quasi-colonial status, 

aiming to learn (1) what problems are there and (2) what solutions are being addressed. 

 

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。 

 

A colony is an area placed in political subordination to another country. Colonial tourism, which began with colonialism in the 

Asia-Pacific, expanded with the desire to see newly acquired territory. In this class, we will highlight the development of tourism in 

countries and regions colonized during modern times, learn about the historical background of colonization, and examine the 

process and current status of tourism development including its  problems and solutions. After the 2nd to 4th classes taught by 

the tutor, regions to be subsequently studied will be determined by the seminar groups. From the 5th class, each group will make 

presentations for discussion, putting together for a final report. 

 

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。 
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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 

3. 曽山 毅、青弓社、『植民地台湾と近代ツーリズム』、青弓社 

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（ 
Current Issues in Western Tourism 

担当者名 

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

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：2019 年 8 月 6 日＇火（～9 日＇金（ 

※6 日＇火（は 4～5 限、7 日＇水（～9 日＇金（は 2～5 限で实施する。 

 

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. History and recent issues in Western tourism. 

3. Current status of Western tourism (growth, trends, economic impact, etc.) 

4. The Olympic Games and tourism. 

5. Destination branding case studies 1. 

6. Destination branding case studies 2. 

7. Disruptive technology: Uber and ride sharing, Airbnb and alternative accommodations. 

8. Social media, technology and tourism. 

9. Controversial issues: LGBT tourism, poverty tourism. 

10. Tourism ethics: Accessible tourism, animal tourism, dark tourism. 

11. Climate change and the future of the tourism industry. 

12. Tourism impacts and overtourism. 

13. Why do we travel? Travel motivation and psychology. 

14. Course summary and review. 

 

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. (Handouts may be in digital format.) 

 

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（ 
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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。 

 

The increase in movement of people across borders is causing major social changes on a global level. In this lecture, we aim to gain 

perspectives to understand the current state of international society. 

 

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。 

 

Lectures will be on the past forms of international movements of people, such as emigration and migration from historical, political 

and economic perspectives. Also, they will examine the current problems caused by advancing globalization and the current 

conditions and problems most familiar in Japan. 

 

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%)/リアクションペーパーの内容(10%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

必要に忚じてプリントを配布する。 

 

参考文献＇Readings（ 

1. Ｓ．カールズ他、2011、『国際移民の時代 〔第 4 版〕』、名古屋大学出版会 (ISBN:4815806551) 

2. 吉原和男など編、2013、『人の移動事典 －日本からアジアへ・アジアから日本へー』、丸善出版 (ISBN:4621087193) 

その他、授業時に内容に忚じてその都度必要な書籍などを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审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、それにどう対忚するか 

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。 

 

In the modern world where "internationalization", and “globalization” are evolving, various cultures collide and merge, with new 

cultures created. The aim is to understand the modern society from the situation of such cultural change. 

 

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。 

 

Due to political change, economic development, along with further development of transportation and communication methods, the 

international movement of peoples is rapidly increasing, with the state of culture constantly changing in various ways. We will 

consider how it has affected society with historical examples, and from the perspective of history, politics and society, considering 

the current situation and problems in Japan. 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. イントロダクション：「文化」・「文化混淆」とは何か？ 

2. 情報と文化 

3. 政治と文化 

4. グローバリゼーションと文化 

5. 多民族国家と文化１ 

6. 多民族国家と文化２ 

7. 多民族国家と文化３ 

8. 社会为義と文化 

9. スポーツと文化１ 

10. スポーツと文化２ 

11. パブリック・ディプロマシーと日本 

12. 日本における文化混淆１ 

13. 日本における文化混淆２ 

14. 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%)/リアクションペーパーの内容(10%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

必要に忚じてプリントを配布する。 

 

参考文献＇Readings（ 

1. 渡辺靖、2011、『文化と外交』、中央公論新社 (ISBN:9784121021335) 

その他、授業時に内容に忚じてその都度必要な書籍などを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审環境を乱す行為については厳重に対処する。 
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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（ 
秋学期(Fall 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。   

 

(1) Explaining basic issues of tourism in developing countries, highlighting the case of tourism in the Middle East. 

(2) Explaining basic matters of tourism anthropology, and the sociology of tourism, based on the example of Middle East tourism. 

(3) With regard to tourism in developing countries, concrete analysis can be made from examples of Middle Eastern tourism, based 

on discussions in related tourism studies such as the sociology of tourism and tourism anthropology.   

 

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。   

 

In this lecture, we will consider with students, how the tourism industry in developing countries has evolved, highlighting the 

history and current state of tourism in the Middle East. In particular, based on discussions in tourism anthropology and the 

sociology of tourism, we will discuss how Middle Eastern tourism has developed independently, while being influenced by the 

structure and trends of the international tourism market.   

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. オリエンテーション－中東観光とは何なのか？   

2. 中東観光の基本構造を知る－オリエンタリズムから域内観光まで   

3. トーマス・クックとエジプト観光－旅行者からマス・ツーリストへ 

4. 観光実が生み出す景観－古代エジプト遺跡と考古学博物館 

5. マラケシュ－アラブ的観光開発と観光実たちが生み出す生活空間 

6. イスタンブル－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. ワーディー・ラム－ヨルダンにおけるエコツーリズム  

10. イスラームを商品化する－マッカ巡礼をめぐる「流行」たち 

11. アレッポ－復興からダーク・ツーリズムを考える  

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、朋装、etc（に目を向けてみて下さい。案外色々とあるものです。   

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

講義毎の課題レポート＇A4 で 1 枚程度（(60%)/小レポート課題＇2 回（(40%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

なし 
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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) 

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 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)（ 

・教員個人ウェブページ：https://sites.google.com/view/shinyasuda/ 

・授業評価や進め方に関わる事項については、初回のオリエンテーションの際に提示するので、必ず出席すること。 

・希望者が多い場合、中東料理店や中東関連施設の訪問といった形のイベントを別途授業時間外に有志で实施することも有り得

る＇その場合、实施費用は自己負担となる（。   

 

注意事項＇Notice（ 
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■HB118 

科目コード／科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

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。 

 

Understanding the state of tourism developed in colonies in various ways, and the relationship between the colony and tourism, we 

will deepen our understanding of the questions, “what is a colony?” and “what is tourism?”. 

 

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時代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。 

 

We will highlight the state of tourism established and developed in colonies and occupied territories held by modern Japan. 

Regionally, focusing on the Japanese colonies in a broad sense, such as Taiwan, Korea, Manchuria and islands in the South Seas, 

we will also refer to the human flows to the mainland from each colony. In addition, we will highlight events during the colonial era, 

found in places of modern tourism, examining their meaning and position. 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. イントロダクション 

2. 植民地観光の概要 

3. 植民地における観光の展開 

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. 台湾の事例 

9. 台湾の事例 

10. 南洋の事例 

11. 南洋の事例 

12. 内地観光の事例 

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時代にまつわる要素(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（ 

なし 

 

参考文献＇Readings（ 

毎回の講義で参考文献リストを提示する。 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

配布資料にもとづいて講義を行い、適宜パワーポイントで補足資料を提示する。 

 

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（ 
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（ 

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) を解剖しよう｡人類

学とは何か，博物館とは何か，を实践的・自省的に考えるための演習・研修旅行型の授業です｡ 

 

We will dissect the “Little World Museum of Man”, (Inuyama City, Aichi Prefecture), an academic anthropological museum and a 

tourist facility. It is an seminar / training type class aimed at thinking about what is anthropology, and what is a museum? 

 

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。 

＜リトルワールド研修は 6 月 1 日(土)・2 日(日)の 2 日間で予約されています。この 2 日間の研修に参加できる学生のみ授業履修

が可能です＞ 

 

After taking introductory classes and visiting Little World's outdoor exhibitions, main buildings, and repositories, each student will 

select one of the ethnic groups from around the world whose residential buildings etc have been relocated and restored at Little 

World, and make a presentation including presentation of ethnographic data, while taking into account their own tour experiences. 

<Little World visit is booked for two days - June 1 (Sat) and 2 (Sun). Only students who can participate in this two-day workshop 

can enroll in this class> 

 

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』 展(北欧閣僚評議会为催) ，TBS の番組『世界遺産：サーミ人地域』，伊勢丹百貨店での 『Christmas Journey 

2014』 のサーミ展など，授業担当者自身が人類学者として監修・協力してきた種々のサーミ文化の紹介・発信の試みを事

例に｡ 

4. リトルワールド研修旅行。6 月 1 日(土曜日：朝から夕方まで)・2 日(日曜日：朝から昼過ぎまで) 

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「【見

せたい】と【見たい】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」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｡ 雑誌『交流

文化』は観光学部のホームページで読むことができます。 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

発表(70%)/出席・授業への取り組み(30%) 
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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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■HB126 

科目コード／科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

HB126／農村観光論 

(Rural Tourism) 

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，社会的意義について学

ぶことを目標とする。 

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。 

 

The aims is for students to learn about historical circumstances, business styles, and social meaning, with respect to rural tourism 

that uses scenery and the cultural life of farming and mountain villages as a resource. 

In particular, we will learn not only how successes have been made in urban and rural exchanges, but also about adverse effects on 

the area caused by the development of tourism. 

 

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紹介の

ほか，自治体職員・ツーリズム实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。 

 

Based on the current situation of farming and fishing villages in Japan, lectures will be given on regional revitalization by rural 

tourism based on each type of tourism and business model, focusing on urban-rural exchange projects since the 1990s. In addition 

to introducing specific domestic and international case-studies, using video materials, there will be lectures by guest lecturers 

such as government officials and tourism practitioners explaining advanced approaches. 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. オリエンテーション、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. ゲストトーク 

5. 海外の農村観光 

6. 日本のグリーン・ツーリズムの特徴 

7. 農村観光における「地域資源」 

8. ビジネスモデル①＇農泊、農家民宿、民泊（ 

9. ビジネスモデル②＇教育旅行の实践例と課題（ 

10. ビジネスモデル③＇農村直売所と共同店（ 

11. ゲストトーク 

12. 映画の中の農山漁村 

13. 都市農村交流の新展開＇地方に向かう若者（ 

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（ 

イベント等への参加案内等 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

筆記試験(Written Exam)(80%)/出席、コメントシート(20%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

1. 嵩和雄、2018、『「イナカをツクル」』、コモンズ (ISBN:4861871549) 

その他、講義時にレジュメ等配布 

 

参考文献＇Readings（ 
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その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 
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■HB127 

科目コード／科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

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忚じて変化しており、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、

産業や歴史、かつての人びとの暮らしなどに触れることにより、観光者自身の学びや再発見を促すヘリテージ・ツーリズムについ

て多面的に理解し、その未来の展望について自ら考えることを目標とする。 

 

The concept of heritage changes according to the age and the place, as well as people‟s attitudes toward heritage are changing. 

This class aims to consider heritage tourism from different standpoints, so that it encourages students to learn and reflect on our 

civilization by exploring historic, cultural and industrial resources. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

授業では以下の 4 つのテーマについて学ぶ。 

１．ヘリテージ概念の変化とその多様化について歴史を追って理解する。 

２．産業遺産や近代化遺産と呼ばれるものを中心に、それがどのように観光化に至り、地域社会や関係者にどのように作用して

いるかについて考える。 

３．戦争遺産を題材に、その保存や復元・復興、観光化をめぐるポリティクスについて知る。 

４．第二次世界大戦後の比較的近い過去の日常生活がどのように保存され、観光化されているかについて理解する。 

 

In this class, we will learn about the following four themes. 

 

1. Understanding changes and diversification of the concept of heritage. 

 

2. Studying about the heritage of industrial modernization as tourism resources, and thinking about how it affects local 

communities and stakeholders. 

 

3. Learn about war heritage, focusing on the politics of preservation, restoration and reconstruction. 

 

4. Understanding why folklore and rural lifestyle is attracting tourists. 

 

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多様化するヘリテージ概念 

5. 再発見されるヘリテージ①鉱山＇石見銀山（ 

6. 再発見されるヘリテージ②炭鉱＇軍艦島（ 

7. 再発見されるヘリテージ③監獄＇旧奈良監獄、旧網走監獄（ 

8. 戦争とヘリテージ①保存されるもの、保存されないもの＇ベルリン（ 

9. 戦争とヘリテージ②復元されるもの、復元されないもの＇ワルシャワ、ドレスデン（ 

10. 戦争とヘリテージ③他者の歴史を保存する＇アウシュヴィッツ（ 

11. 戦争とヘリテージ④破壊と復元をめぐるポリティクス 

12. 日常のヘリテージ化①農村、民話＇三好、遠野（ 

13. 日常のヘリテージ化②団地、ニュータウン＇常盤平団地（ 

14. 日常のヘリテージ化③廃墟＇チェルノブイリ（ 

 

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。 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

筆記試験(Written Exam)(55%)/ミニッツレポート(45%) 

ミニッツレポートは 1200 字での回答を標準とし、2～3 回出題する。 
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テキスト＇Textbooks（ 

なし 

 

参考文献＇Readings（ 

 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

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（ 

明治以降に海外経験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． 

 

We will read Japanese prose related to overseas experience in the post-Meiji era, learning the meaning and methods of 

documenting travel. 

 

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，实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．

内容的には,幕末の「開国」を受けた明治以降の日本を代表する作家たちの海外体験,特に欧米とアジアをめぐるそれに着目す

る． 

 

There is no genre that everyone would like to write as easily as travel journals, but not everyone writes great works. There is no 

doubt that the author of a good travel book, worthy of the name of travel literature is a good writer, but it is not necessarily the 

case that a good writer automatically writes a good travel book. If it seems that exceptional travel books often represent a certain 

period, there are “conditions” that cannot always be reduced to “talent" or "technology", which seem to differ depending on the 

circumstances of the period. In other words, knowing these "conditions" will not only clarify the meaning of reading the account 

instead of actually traveling, but readers will also get tips for writing excellent travel diaries themselves. Therefore, while focusing 

on excellent works, we will touch on the writings that were popular at the time of publication but now nobody reads. In terms of 

content, we will focus on the overseas experiences of writers representing Japan since the Meiji period, when the “country opened” 

at the end of the Edo period, in particular looking at experiences in the West and Asia. 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. イントロダクション 

2. 鴎外と漱石 

3. 鴎外と漱石 

4. 永井荷風 

5. 木下杢太郎と和辻哲郎 

6. 林芙美子と中村光夫 

7. 谷崎潤一郎と芥川龍之介 

8. 金子光晴 

9. 小林秀雄 

10. 武田泰淳 

11. 大岡昇平 

12. 遠藤周作と安岡章太郎 

13. 北杜夫と小田实 

14. 武田百合子 

 

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 
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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（ 
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■HB136 

科目コード／科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

HB136／観光教育 

(Tourism Education) 

担当者名 

＇Instructor（ 
鈴木 涼太郎(SUZUKI RYOTARO) 

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（ 

大学および小学校から高校までの観光教育について国内外の事例をもとにその意義と特徴を理解し、实際のシラバス作成や授

業計画を行うために必要な基礎的な知識と技能を身につける。 

 

Understanding the significance and characteristics of tourism education from universities, to elementary and high schools based 

on domestic and international case studies, acquiring the basic knowledge and skills necessary for actual syllabus preparation and 

lesson planning. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

本講義では、国内外の観光教育の歴史や現状を概観したうえで、インターンシップやフィールドワークなど観光教育に特徴的なト

ピックについて解説する。それらをふまえ、観光学の教科書の比較を行いながら履修者に实際に観光学概論の授業シラバス作

成に取り組んでもらう。各回の授業でもグループ／個人作業やディスカッションが課されるため 3 回以上の欠席や常習的な遅刻

が認められる者については単位を認めない。ゲストスピーカーによる授業となることもある。 

 

This lecture gives an overview of the history and current state of tourism education in Japan and overseas, describing topics 

unique to tourism education, such as internships and fieldwork. Based on these, we will compare the textbooks of tourism studies, 

and students will work on creating an actual syllabus for Introduction to Tourism Studies. As each class will have group and 

individual work and discussion assessed, no credits will be awarded for students who have missed 3 or more times, or have been 

regularly late. In some classes, we will have guest speakers. 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. ガイダンス 

2. 日本における観光教育 1：観光教育の歴史 

3. 日本における観光教育 2：大学における観光教育 

4. 日本における観光教育 3：公教育と地域人材教育 

5. 日本における観光教育 4：教養としての観光教育 

6. 国外における観光教育 1：欧米における観光教育 

7. 国外における観光教育 2：アジアにおける観光教育 

8. 観光教育におけるインターンシップとフィールドワーク 

9. 観光教育における实務と研究 

10. 観光学の教科書 

11. 観光学概論のシラバス 

12. 観光学概論の授業計画 1 

13. 観光学概論の授業計画 2 

14. まとめ 

 

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

授業内の指示に従い予習復習や課題を行うこと。 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

授業内で課される課題や発表(60%)/最終レポート(Final Report)(40%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

なし 

 

参考文献＇Readings（ 

1. 寺本潔 澤達大、2016、『観光教育への招待』、ミネルヴァ書房 (ISBN:978-4-623-07608-6) 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

履修人数によってグループ編成を行うため初回授業には必ず参加のこと。正当な理由なく、4 回目以降の授業に、初めて参加す
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る学生の単位修得は不可。 

 

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。 

 

You will come to understand the basic concepts of cultural geography, such as cultural regions, cultural landscapes, cultural 

ecology, cultural diffusion, etc. I will first show you the research areas of cultural geography, and then you will learn the basic 

concepts of cultural geography based on specific case studies and research results. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

文化地域＇等質地域と機能地域，頭の中の地域と空間（，文化伝播＇伝播概念の背景，文化圏と文化領域，空間的拡散（，文化

生態＇環境決定論，環境可能論，環境認知論，心の中の景観（，文化統合＇統合体としての文化とその説明（，文化景観＇文化景

観とは何か，その解読，形成と変容，心の中の景観（などに触れる。紹介する文献や簡単な实習などを通して，文化地理学のも

つモノの見方・考え方を身につけることに为眼を置く。学期の後半には，テキストを用いて，教員自身の研究成果を踏まえ，現代

における文化・観光地理学の諸相について講義する。 

 

We will touch on cultural areas (homogeneous area and functional areas, areas and spaces in mind), cultural propagation 

(background of propagation concept, cultural sphere and area, spatial diffusion), cultural ecology (environmental determinism, 

environment possibility theory, environment cognition theory, landscape in the heart), cultural integration (culture as an integrated 

body and its explanation), cultural landscape (what is a cultural landscape, its decipherment, formation and transformation, 

landscape in mind), and so on. Focusing on learning the perspectives and viewpoints of cultural geography, through the literature 

introduced and simple practical training. In the second half of the semester, lectures will use texts on various aspects of 

contemporary cultural and tourist geography based on the research results of the tutors themselves. 

 

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。 



 - 536 - 

 

参考文献＇Readings（ 

1. 高橋伸夫ほか、1996、『文化地理学入門』、東洋書林 (ISBN:4-88721-086-8) 

2. 中川正ほか、2006、『文化地理学ガイダンス』、ナカニシヤ出版 (ISBN:4-7795-0101-6) 

3. 竹中克行ほか、2009、『人文地理学』、ミネルヴァ書房 (978-4-623-05539) 

4. 山崎孝史、2010、『政治・空間・場所』、ナカニシヤ出版 (ISBN:978-4-7795-0510-2) 

5. 山中弘編、2012、『宗教とツーリズム』、世界思想社 (ISBN:978-4-7907-1565-8) 

講義時に指示する。 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

担当教員 HP:http://www.geoenv.tsukuba.ac.jp/~human/geostaff.html 

 

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（ 

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（ 
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。 

 

Students will participate in international exchange based on inter-departmental agreement that lasts about two weeks. They will 

learn the basics of the language, society and culture of the destination through lectures as well as living in cross-cultural 

environments. Furthermore, by spending time together with the students at our partner institutions it is aimed to improve our 

students‟ communication skills. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

本年度は英語＇ハワイ大学マノア校（，中国語＇中山大学（，インドネシア語＇インドネシア大学（，タイ語＇タマサート大学（、ベトナ

ム語＇ベトナム国家大学ハノイ・人文社会科学大学（の５コースを实施する。各コースとも研修プログラムは語学研修，社会・文化

関係の講義・实習，研修旅行＇日帰りを含む（，協定校学生との交流行事などから構成されている。授業は協定校との相互訪問

のかたちで实施され(英語を除く)，春学期中に協定校から学生が来日し観光学部で２週間の研修を行う。当該コースの履修者に

とって，来日する協定校学生のバディを担当し，研修のパートナーとして活動する。現地研修期間は引率教員が同行しないため

履修者は自为性と責任を持った行動が求められることに留意すること。また、本科目は履修に関して、いくつかの条件が課せら

れる。必要事項を記載したパンフレットを配布するので、履修希望者は必ず受け取り、履修条件を理解、了承しておくこと。 

 

This year, we will offer five courses in English (to be held in University of Hawaii at Manoa), Chinese (in Zhongshan University), 

Indonesian (in the University of Indonesia), Thai (in Thammasat University), and Vietnamese (in Vietnam National University 

Hanoi-University of Humanities and Social Sciences). Each course consists of language training, lectures and practical immersion 

in social and cultural matters, training tours, field surveys, and exchange events with students from partner institutions. During the 

spring semester students from partner institutions will visit Japan and attend a two-week training course at the College of 

Tourism, Rikkyo University. They will be assisted by students of Rikkyo University as designated buddies. During the summer, 

students from Rikkyo University will take part in on-site training overseas arranged by partner institutions but unaccompanied by 

faculty members from Rikkyo University. Students must take responsibilities for their own safety and wellbeing. Students wishing 

to enroll in this course are required read and accept the terms and conditions as described in the handbook. 

 

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（ 
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派遣先の社会，経済，政治，文化状況について自为的に学習しておく姿勢が必須である。 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

コース修了証の提出(100%) 

渡航先大学でコース修了に際して授与される修了書の提出をもって合否を判定する。修了証に加え修了レポートを課することが

ある。 

 

テキスト＇Textbooks（ 

テキストを使用するコースは，現地研修時に配布する。テキスト代金は参加費用に含まれる。 

 

参考文献＇Readings（ 

各コースの事前研修で担当教員がコース毎に指示する。 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

3 月 19 日＇火（14:00～ ガイダンス实施＇N214（ ※履修希望者は必ず出席すること 

3 月 26 日＇火（17:00 忚募書類提出締切 

3 月 28 日＇木（ 9:00 面接対象者発表＇観光学部掲示板（ 

3 月 28 日＇木（13:00～ 面接 

4 月 1 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 限または土曜日に实施予定。 

 

注意事項＇Notice（ 

 

 

  



 - 539 - 

■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（ 

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（ 
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。 

 

Students will participate in international exchange based on inter-departmental agreement that lasts about two weeks. They will 

learn the basics of the language, society and culture of the destination through lectures as well as living in cross-cultural 

environments. Furthermore, by spending time together with the students at our partner institutions it is aimed to improve our 

students‟ communication skills. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

本年度は英語＇ハワイ大学マノア校（，中国語＇中山大学（，インドネシア語＇インドネシア大学（，タイ語＇タマサート大学（、ベトナ

ム語＇ベトナム国家大学ハノイ・人文社会科学大学（の５コースを实施する。各コースとも研修プログラムは語学研修，社会・文化

関係の講義・实習，研修旅行＇日帰りを含む（，協定校学生との交流行事などから構成されている。授業は協定校との相互訪問

のかたちで实施され(英語を除く)，春学期中に協定校から学生が来日し観光学部で２週間の研修を行う。当該コースの履修者に

とって，来日する協定校学生のバディを担当し，研修のパートナーとして活動する。現地研修期間は引率教員が同行しないため

履修者は自为性と責任を持った行動が求められることに留意すること。また、本科目は履修に関して、いくつかの条件が課せら

れる。必要事項を記載したパンフレットを配布するので、履修希望者は必ず受け取り、履修条件を理解、了承しておくこと。 

 

This year, we will offer five courses in English (to be held in University of Hawaii at Manoa), Chinese (in Zhongshan University), 

Indonesian (in the University of Indonesia), Thai (in Thammasat University), and Vietnamese (in Vietnam National University 

Hanoi-University of Humanities and Social Sciences). Each course consists of language training, lectures and practical immersion 

in social and cultural matters, training tours, field surveys, and exchange events with students from partner institutions. During the 

spring semester students from partner institutions will visit Japan and attend a two-week training course at the College of 

Tourism, Rikkyo University. They will be assisted by students of Rikkyo University as designated buddies. During the summer, 

students from Rikkyo University will take part in on-site training overseas arranged by partner institutions but unaccompanied by 

faculty members from Rikkyo University. Students must take responsibilities for their own safety and wellbeing. Students wishing 

to enroll in this course are required read and accept the terms and conditions as described in the handbook. 

 

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（ 
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派遣先の社会，経済，政治，文化状況について自为的に学習しておく姿勢が必須である。 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

コース修了証の提出(100%) 

渡航先大学でコース修了に際して授与される修了書の提出をもって合否を判定する。修了証に加え修了レポートを課することが

ある。 

 

テキスト＇Textbooks（ 

テキストを使用するコースは，現地研修時に配布する。テキスト代金は参加費用に含まれる。 

 

参考文献＇Readings（ 

各コースの事前研修で担当教員がコース毎に指示する。 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

3 月 19 日＇火（14:00～ ガイダンス实施＇N214（ ※履修希望者は必ず出席すること 

3 月 26 日＇火（17:00 忚募書類提出締切 

3 月 28 日＇木（ 9:00 面接対象者発表＇観光学部掲示板（ 

3 月 28 日＇木（13:00～ 面接 

4 月 1 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 限または土曜日に实施予定。 

 

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（ 
現地研修後のレポート作成と成果発表 

担当者名 

＇Instructor（ 

豊田 三佳(TOYOTA MIKA) 

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。 

 

Students will participate in international exchange based on inter-departmental agreement that lasts about two weeks. They will 

learn the basics of the language, society and culture of the destination through lectures as well as living in cross-cultural 

environments. Furthermore, by spending time together with the students at our partner institutions it is aimed to improve our 

students‟ communication skills. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

本年度は英語＇ハワイ大学マノア校（，中国語＇中山大学（，インドネシア語＇インドネシア大（，タイ語＇タマサート大（，ベトナム語

＇ベトナム国家大ハノイ・人文社会科学大学（の 5 コースを实施する。各コースとも研修プログラムは語学研修，社会・文化関係の

講義・实習，研修旅行＇日帰りを含む)，フィールド調査、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。 

 

This year, we will offer five courses in English (to be held in University of Hawaii at Manoa), Chinese (in Zhongshan University), 

Indonesian (in the University of Indonesia), Thai (in Thammasat University), and Vietnamese (in Vietnam National University 

Hanoi-University of Humanities and Social Sciences). Each course consists of language training, lectures and practical immersion 

in social and cultural matters, training tours, field surveys, and exchange events with students from partner institutions. The 

course of “Field Trip for Language and Culture Training A” in the spring semester is followed by the course of “Field Trip for 

Language and Culture Training B” in the fall semester, which will collectively deepen our knowledge based on field surveys. In 

addition, students are expected to prepare an oral presentation at the end. 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. 事後研修 1 

2. 事後研修 2 

3. 事後研修 3 

4. 事後研修 4 

5. 事後研修 5 

6. 事後研修 6 

7. 現地フィールド調査の口頭発表の準備 1 

8. 現地フィールド調査の口頭発表の準備 2 

9. 現地フィールド調査の口頭発表会 

10. 最終レポートの執筆 1 

11. 最終レポートの執筆 2 

12. 最終レポートの執筆 3 

13. 最終レポートの執筆 4 

14. 最終レポートの執筆 5 

 

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

派遣先の社会，経済，政治，文化状況について自为的に学習しておく姿勢が必須である。 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 
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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、現实に起きている多様な現象への認識を深め、考えるこ

とができるようにする。 

 

Through Geography of Japan, the course will foster thought, deepening awareness of various real-world phenomena as we 

examine Japan‟s geography. 

 

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、

事例地域は尐ないが、そのかわり個々の事例地域について詳しく取り上げる。 

 

In class, while acquiring the geographical view and way of thinking, we will explore the regional characteristics formed by the close 

relationship between natural phenomena (natural conditions), and humanistic phenomena (social, economic, historical conditions) 

through the Geography of Japan journal (and some contents of The Sightseeing Journal). Although there are few case-study 

areas compared to Regional Geography classes, we will refer in detail to each example. 

 

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＇必要に忚じて小課題を出します（。 

 

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。 
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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)) 

テーマ／サブタイトル等 

＇Theme / Subtitle（ 
パリのスタディツアーに向けて 

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・忚用できる能力を身につける。 

 

Students will acquire ways of thinking and perspectives of Regional Geography that comprehensively understand places and areas, 

along with the ability to use and apply them to tourism. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

ヨーロッパの中のフランス，とくにパリの都市空間を対象として，为要な地図と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するためには，地理的知識を背景とする空間的な視点が欠かせないことについて講義する。 

 

We will investigate and consider from perspectives of Regional Geography using major maps and images, targeting urban spaces in 

France, Europe, especially in Paris. In order to understand Paris from various aspects, lectures will be given on the need for a 

spatial perspective based on geographical knowledge. 

 

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」である。というのも，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の考察を深めることは難しいためである。そこで，履修者は教审で配付される地図とは別に，自身の

地理的知識に忚じた地図帳などを手元に用意して，教审の内外で辞書のように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)（ 
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注意事項＇Notice（ 
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■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たうえで，それらを地誌学的に説明することができるようになることを目標とする。 

 

The aim is to be able to understand the global image of North and South America, and details of each region, explaining them 

geographically. 

 

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解説する。 

 

Learning extensively about the geographies of North and South America. Specifically, lectures will be on the Regional Geography 

of North and South America, with details of each region. The first half explains the Regional Geography of North America, and the 

second half describes the Regional Geography of Central America, the Caribbean, and South America. 

 

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： 入植による土地利用の地域差と伝統的農業地域の形成 

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 

10. ラテンアメリカ： 先コロンブス期の歴史地理 

11. ラテンアメリカ： 1492 年以降の人口動態の変化にみる人口地理 

12. ラテンアメリカ： 20 世紀以降の人口と産業の地理 

13. ラテンアメリカの都市地理１： 前産業型都市から 20 世紀型の分極化都市へ 

14. ラテンアメリカの都市地理２： 21 世紀の分断化する都市 

 

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

授業時間外の学習は，必要に忚じて別途指示する。指示された内容以外に，尐なくとも地図やwebを利用して次回学習対象地域

について事前に学習しておくこと。 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

筆記試験(Written Exam)(70%)/授業時に指示する課題など(30%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

特に指定しない。 

 

参考文献＇Readings（ 

1. 矢ケ崎典隆、2010、『食と農のアメリカ地誌』、東京学芸大学出版会 (ISBN:978-4901665186) 

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:978-4254168587) 

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:978-4254169263) 

4. 石井久生・浦部浩之編、2018、『中部アメリカ』＇世界地誌シリーズ 10（、朝倉書店 (ISBN:978-4254169300) 

5. Jackiewicz, E.L. and F.J. Bosco. 2016. Placing Latin America: Contemporary Themes in Geography, 3rd ed.. Rowman & Littlefield 

(ISBN:978-1442246829) 

6. Hardwick, S.W., F.M. Shelley and D.G. Holtgrieve. 2012. The Geography of North America: Environment, Culture, Economy, 2nd 
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ed.. Prentice Hall (ISBN:978-0321769671) 

7. Blouet, Brian W. and Olwyn M. Blouet. 2015. Latin America and the Caribbean: A Systematic and Regional Survey, 7th ed.. Wiley 

(ISBN:978-1118729847) 

 

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、地図、映像資料、現物資料なども適宜活用する。資料は授業中に配布するが、

Blackboard にも適宜掲示する。 

 

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（ 

【2019 年 6 月 13 日付変更】＇変更理由：担当者変更のため（ 

担当者：未定→鄭 玉姫(JUNG OKHEE) 

 

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。 

 

We will systematically explore East Asia‟s close connections between the natural environment, traditional life, and modern society 

- learning about the formation of modern society, culture and so on. 

 

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（に焦点をあて，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察する。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。 

 

Introducing the various relationships between East Asia's natural environment and human life, culture and religion. In particular, 

focusing on the Korean peninsula (South Korea), we will study how the natural environment, human lifestyles, and industrial 

structures are formed We will also examine the relationship of Japan and Korea. In class, we will use maps of the Korean Peninsula 

and photographs of South Korea extensively. 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. ガイダンス 

2. 宗教からみる東アジア 

3. 朝鮮半島の自然環境と暮らし 1 

4. 朝鮮半島の自然環境と暮らし 2 

5. 朝鮮半島の社会情勢 

6. 朝鮮半島における南北交流 1―観光協力事業 

7. 朝鮮半島における南北交流 2―経済協力事業 

8. 韓国の産業構造と地域性 

9. 韓国の都市化 1 

10. 韓国の都市化 2 

11. 韓国の港湾について 

12. 韓国の観光政策と国際観光 

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)（ 
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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。 

 

1. Understanding the basics of the Regional Geography, and the purpose of geographical description. 

2. Fostering local knowledge of South and Southeast Asia, especially Vietnam. 

 

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。 

 

In the course of this lecture, we will first consider the position of Regional Geography in the globalized modern society. Next, we 

will trace the history of Regional Geography, and grasp the relationship between school education and regional geography. Based 

on this understanding, there will be specific lectures on Regional Geography in South-Southeast Asian society, in particular 

Vietnam. 

 

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（ 
人類学的文化理解と比較文化：インドネシアを中心に 

担当者名 

＇Instructor（ 
吉田 ゆか子(YOSHIDA YUKAKO) 

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（ 

①異文化を理解する上での文化人類学的な視点を身につける。②観光研究において重要な位置を占めるインドネシア・バリ島お

よび関連地域の社会・文化についての理解を深める。③バリ島をはじめとするインドネシア地域の社会・文化について考えること

を通して、自分たちの社会・文化についての「当たり前」を疑い、新たな視点から理解できるようになる。 

 

1. To acquire an anthropological point of view in understanding different cultures. 2. To deepen the understanding of the society 

and cultures of Bali, Indonesia, which is in an important position for studies of tourism, and related areas. 3. To be able to question 

“the obvious” about one‟s own society and culture, and understand them from a new perspective. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

文化人類学は、世界各地における現地調査を实施し、暮らし方の細部から社会の成り立ちまで、様々なレベルのデータを収集し

ながら、人間の文化・社会生活の多様性や複雑性を明らかにしてきた。我々は、この学問を通して、文化をみる目を鍛え、文化を

めぐる研究の様々な切り口や、文化比較の可能性および問題点について考える。本講義では、インドネシアのバリ島と関連地域

を取り上げながら、文化人類学の視点から、現地で文化がダイナミックに変化する様、多様な立場の者達との関わりによって文

化が育まれてゆく様について検討する。講師自身のインドネシアでの調査経験も紹介しながら、特に「観光」「楽園イメージ」「国家

の文化政策」「宗教・民族アイデンティティ」等のトピックをとりあげる。そしてこのインドネシアのケースの分析から、日本の文化や

社会についてどのような発見があるかについても考えてゆく。受講者は、受動的に講義を聞くだけでなく、自分の言葉で理解し、

講義内でのディスカッションに積極的に参加することが求められる。 

 

Various cultural anthropology field surveys around the world, collecting various levels of data from the details of the way of life to 

the structure of society, have elucidated the diversity and complexity of culture and social life. Through this study, we strengthen 

our view on culture, learn various perspectives of research on culture, and understand the possibilities and problems of cultural 

comparison. In this lecture, we will consider Bali, Indonesia and related areas, from the perspective of cultural anthropology, and 

examine the way culture dynamically changes and how culture will be fostered through interaction with people from diverse 

viewpoints. The lecturer's own research experience in Indonesia will also be introduced. Topics such as "tourism", “image of 

paradise", “national cultural policy", “religion / ethnic identity" etc. in particular will be discussed. We will also consider those 

topics in relation to Japanese cases. Students are required not just to listen to lectures passively, but should also understand in 

their own words, and actively participate in discussions in the lectures. 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. 導入―文化を比較するということについて 

2. 文化相対为義について考える―バリ島のコメディを例に 

3. 映像から見るインドネシア① 

4. バリ島と文化人類学の出会い―バリの日常と宗教世界 

5. 文化の語り方① 

6. 文化の語り方② 

7. バリ島と観光文化① 

8. バリ島と観光文化② 

9. インドネシアの中のバリ 

10. 文化遺産を考える 

11. 映像から見るインドネシア② 

12. インドネシアのイスラーム 

13. インドネシアと朋飾文化 

14. まとめとテスト 

 

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

講義の内容を自分なりにまとめることを習慣づける。 

参考文献や講義で紹介する資料に目を通し、講義で学んだ内容を発展的に理解する。 
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日々の国際ニュースに関心をもち、特に講義と関連するものに目をくばる。 

講義で学んだ事柄、またそれと関連して自身で学んだ内容を振り返り、自分の日常生活やこれまでの経験と照らし合わせ、どの

ような発見があるのかを考える。 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

最終テスト(Final Test)(30%)/レポート(30%)/小テスト複数回合計(40%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

なし 

 

参考文献＇Readings（ 

1. アンダーソン、ベネディクト、2007、『想像の共同体―ナショナリズムの起源と流行』、書籍工房早山 (ISBN:4904701089) 

2. 山下晋司・船曳建夫編、2008、『文化人類学キーワード 改訂版』、有斐閣 (ISBN:4641058865) 

3. ヴィッカーズ、エイドリアン、1993、『演出された「楽園」―バリ島の光と影』、新曜社 (ISBN:4788507420) 

4. 山下晋司、1999、『バリ島観光人類学のレッスン』、東京大学出版会 (ISBN:4130533010) 

5. 永渕康之、2007、『バリ・宗教・国家―ヒンドゥーの制度化をたどる』、青土社 (ISBN:4791763483) 

そのほか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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■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（ 
秋学期(Fall 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枞組みがどのように機能しているのかを考

察する。 

 

Through in-depth discussion of how gender and division of gender roles are culturally and socially constructed, the course will 

deepen our understanding of the diversity of sexualities and of how sex is commercialized related to tourism. We will also consider 

how gender frameworks can be applied in general analysis. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

具体的な事例を取り上げながら、観光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。 

 

The mechanisms and historical process of the commercialization of sex will be explained, both theoretically and by drawing on 

specific examples. In addition, we will learn about how gender norms are reflected in tourism development in different historical 

period. 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. オリエンテーション 

2. ジェンダーという概念１：男らしさ、女らしさの構築 

3. ジェンダーという概念２：LGBT ツーリズム 

4. 観光資源として商品化される女性の表象：タイ山地民の事例より 

5. セックスツーリズム １：ベトナム戦争と米軍の R&R 

6. セックスツーリズム ２：ビーチ・ボーイ 

7. 女性の旅：観光実からバリ花嫁へ 

8. 女性の旅：ネリー・ブライの世界一周 

9. 女性の旅：江戸時代の女の旅 

10. 男性の旅：非正規雇用と「外こもり」 

11. 男性の旅：高齢者ケアとロングスティ・ツーリズム 

12. 観光開発とジェンダー役割の変容 

13. サービス産業と感情労働 

14. まとめ 

 

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

授業中に指示する 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

筆記試験(Written Exam)(41%)/授業中に实施する小レポート(59%) 

受講態度の悪い履修者は出席を差し止めることがある 

 

テキスト＇Textbooks（ 

授業中に指示する 

 

参考文献＇Readings（ 

授業中に指示する 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 



 - 555 - 

 

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（ 
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（ 
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枞組みがどのように機能しているのかを考

察する。 

 

Through in-depth discussion of how gender and division of gender roles are culturally and socially constructed, the course will 

deepen our understanding of the diversity of sexualities and of how sex is commercialized related to tourism. We will also consider 

how gender frameworks can be applied in general analysis. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

具体的な事例を取り上げながら、観光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。 

 

The mechanisms and historical process of the commercialization of sex will be explained, both theoretically and by drawing on 

specific examples. In addition, we will learn about how gender norms are reflected in tourism development in different historical 

period. 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. オリエンテーション 

2. ジェンダーという概念１：男らしさ、女らしさの構築 

3. ジェンダーという概念２：LGBT ツーリズム 

4. 観光資源として商品化される女性の表象：タイ山地民の事例より 

5. セックスツーリズム １：ベトナム戦争と米軍の R&R 

6. セックスツーリズム ２：ビーチ・ボーイ 

7. 女性の旅：観光実からバリ花嫁へ 

8. 女性の旅：ネリー・ブライの世界一周 

9. 女性の旅：江戸時代の女の旅 

10. 男性の旅：非正規雇用と「外こもり」 

11. 男性の旅：高齢者ケアとロングスティ・ツーリズム 

12. 観光開発とジェンダー役割の変容 

13. サービス産業と感情労働 

14. まとめ 

 

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

授業中に指示する 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

筆記試験(Written Exam)(41%)/授業中に实施する小レポート(59%) 

受講態度の悪い履修者は出席を差し止めることがある 

 

テキスト＇Textbooks（ 

授業中に指示する 

 

参考文献＇Readings（ 

授業中に指示する 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 
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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・鉄道・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 

 

Deepening our understanding of environmental issues that are becoming more complex and severe, from the perspective of 

Environmental Sociology. 

 

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，新幹線建設やエネルギー、ごみのリサイクル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。 

 

Environmental issues that are becoming more serious in modern society, such as typical pollution problems like Minamata disease 

and Shinkansen pollution, Shinkansen construction and recycling of energy and waste, will be explained from the analytical 

perspective of Environmental Sociology. 

 

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. 鉄道と社会１：新幹線公害とは 

6. 鉄道と社会２：受益圏と受苦圏 

7. 鉄道と社会３：整備新幹線建設 

8. エネルギーと現代社会１：日本の電力構造 

9. エネルギーと現代社会２：原発と地域社会 

10. 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 

11. エネルギーと現代社会４：原子力のバックエンド問題 

12. ごみとリサイクル１：日本のごみ事情 

13. ごみとリサイクル２：日本のリサイクル政策 

14. ごみとリサイクル３：海外のごみ政策 

 

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) 

6. 舩橋晴俊他、2001、『政府の失敗の社会学』、ハーベスト社 (ISBN:4938551535) 
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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・鉄道・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 

 

Deepening our understanding of environmental issues that are becoming more complex and severe, from the perspective of 

Environmental Sociology. 

 

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，新幹線建設やエネルギー、ごみのリサイクル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。 

 

Environmental issues that are becoming more serious in modern society, such as typical pollution problems like Minamata disease 

and Shinkansen pollution, Shinkansen construction and recycling of energy and waste, will be explained from the analytical 

perspective of Environmental Sociology. 

 

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. 鉄道と社会１：新幹線公害とは 

6. 鉄道と社会２：受益圏と受苦圏 

7. 鉄道と社会３：整備新幹線建設 

8. エネルギーと現代社会１：日本の電力構造 

9. エネルギーと現代社会２：原発と地域社会 

10. 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 

11. エネルギーと現代社会４：原子力のバックエンド問題 

12. ごみとリサイクル１：日本のごみ事情 

13. ごみとリサイクル２：日本のリサイクル政策 

14. ごみとリサイクル３：海外のごみ政策 

 

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) 

6. 舩橋晴俊他、2001、『政府の失敗の社会学』、ハーベスト社 (ISBN:4938551535) 
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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（ 
审井 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。 

 

During the period of high economic growth, when "leisure" became popular, television travel programs have become an important 

tool in stimulating demand for tourism. However, all visual media including video reflects the arbitrary interests of the producers, 

and no less this also applies to travel programs. In this lecture, we will attempt to understand the landscape depicted, the 

producer‟s intention, and the historical implications. 

 

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。 

 

Taking the example of NHK‟s “New Japan Tour” which was broadcast in step with the post-war, high economic growth and had a 

major impact on subsequent travel programs, we will examine in the context of contemporary history on the scenery sought during 

that era, as well as the issues it excluded. In sessions 1-4 we will outline the TV culture of those times, watch several examples 

and provide commentaries. 

 

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实 

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。 

 

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（ 
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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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■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。 

 

The aim is to understand the process of revitalization or regeneration of “local culture” in the context of tourism, from an 

anthropological and sociological perspective. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

① 沖縄を事例にメディアによる表象と観光実という他者の〈まなざし〉によって，住民が無意識であった自らの文化を相対化し観

光資源と認識する過程を分析する。 

② 観光地のエージェントとは誰か？ 

③ イタリアなどのヨーロッパ建築物のリノベーションやアートによる地域活性化を事例にして、〈過去・現在・未来〉をつなぐ「地域

と伝統」文化の在り方を考える。 

④ ビルバオ＇スペイン（を事例に、アイコン的建築による街づくり・観光地化を考える。 

 

(1) Taking Okinawa as an example, we will analyze the process by which the residents face their own culture they had been 

previously been unconscious of, and recognize it as a tourism resource by seeing it through the eyes of others as tourists, and 

through representations in the media. 

(2) Who are the tourist destination agents? 

(3) Taking the example of regional revitalization through the renovation of buildings and art in Italy and elsewhere, we will consider 

the culture of “region and tradition” that connects “past, present and future”. 

(4) Using Bilbao (Spain) as an example, we will consider the creation of a town and tourist destination through iconic architecture. 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. 講義のねらいと流れの説明 

2. 価値を見出せない自文化／他者が見出す文化の価値 

3. 〈琉球／沖縄〉観光の社会史１：差異と同化、観光に必要なものは？ 

4. 〈琉球／沖縄〉観光の社会史２ 

5. 海洋博と無国籍リゾート：南国オキナワイメージの創出 

6. 「琉球化」の实践 

7. メディアの中の「沖縄」あるいは「琉球」 

8. 「伝統」文化の再考１：博物館化される文化＇オーストリア・グラーツの事例（ 

9. 「伝統」文化の再考２：伝統的建築物のリノベーション／レスタウロ＇イタリア・ヴェネツィアの博物館、そしてマテーラの洞窟

住居などの事例（ 

10. アートと地域社会：アートによる地域活性化の事例を検討する。 

11. 創出される文化１：ビルバオの概略 

12. 創出される文化２：アイコン的建築はアイコンであり続けるのか？それとも地域の文脈に埋もれるのか？ 

13. ビルバオ効果の波及 

14. まとめ 

 

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

授業の終わりに次回講義に関連する問題を提起するので，自分の考えをまとめておくこと。また，事前に考えた自分の考えと講

義の内容を授業後に比較し問題点を明らかにし分析しておくこと。 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

レポート試験(Report Exam)(60%)/中間レポート２回(30%)/コメントペーパー(10%) 

中間レポートが２回、レポート試験が１回、計３回のレポートがあるので注意してください。出席率三分の二以下の者は一切評価

しない。また、30 分以上の遅刻者は入审禁止。 
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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)（ 

授業は状況に忚じてシラバスの内容を変更する場合がある。中間レポートが２回、レポート試験が１回、計３回のレポートがある

ので注意してください。 

 

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，観光の近代性を克朋するためのイノ

ベーションについて，消費スタイルの変化における観光と観光地の消費について理解する。 

 

In this lecture, we will examine Japan‟s example of the influence that modern tourism has had on society. In addition, concerning 

innovation in order to overcome modernity in tourism, we will examine changes in regions as destinations in the consumption of 

tourism. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

観光を通じた地域振興の考え方として，地域社会の近代化を目標とする住民为導の事業展開があるが，これが直面する構造的

な問題を技術革新論から明らかにする。さらに，消費社会における「差異化」の概念を用いて，問題を克朋する方法について考察

する。 

 

As an approach to regional development through tourism, there had been resident-led business developments aimed at 

modernizing their local community. The structural problems faced had become apparent in the innovation they had challenged. 

Furthermore, the concept of “constitution" in contemporary consumer culture is used to investigate how to overcome the 

problem in tourism promotion. 

 

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・復習講義日 

 

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

各講義冒頭にて，前回の講義内容についての復習を实施するため，blackboard から講義資料をダウンロードして，熟読し，理解

する。 

講義で紹介される参考文献を中心に，関連書籍を読む。 

適宜，提出義務のある課題を出す場合があるが，それらは提出されない場合，減点対象になる。 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

筆記試験(Written Exam)(100%) 

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（ 

1. 岡本信之編、2001、『観光学入門』、有斐閣 (ISBN:4-641-12130-3) 

上記テキストのうち、村上和夫「観光と地域社会」pp.287.-308.のみ第 2 回〜第 7 回講義にて使用。購入の必要はなし。 

 

各回、講義後にレジュメ配布(blackboard 経由) 
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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します。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します。 

 

This course considers tourism from the viewpoint of international cooperation, especially international development cooperation. 

It explores the current circumstances and issues of development through tourism in developing countries, through which the 

students obtain the basic knowledge of international development. Focusing on the society, culture, and people of the country or 

region studied, this course aims to enhance the comprehensive understanding of the relationship between tourism and 

international cooperation. 

 

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学びながら、観光による開発の課題や可能性について検

討・考察します｡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びます。 

 

Learning from specific cases of international development cooperation in, for instance, Asia, Africa, and Latin America, this course 

examines and considers the challenges and possibilities of development through tourism. This course also provides knowledge 

about businesses which are directly or indirectly related to development through tourism. 

 

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. 映像視聴 

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（ 

配布資料を読み込んでください。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ようにしてください。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ます。 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

レポート試験(Report Exam)(50%)/出席およびリアクションペーパー(30%)/小論文１(20%) 

11 回以上の出席がない場合は、単位取得の要件を満たさないものとします。 

 

テキスト＇Textbooks（ 

特にありません。事前に読んでくるべき資料については適宜配布します。 

 

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 
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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（ 

現实と虚構を問わず，乗り物が登場する十九世紀および二十世紀前半のヨーロッパ文学の読解を通じて，「旅」をめぐる想像力に

科学技術が与えた影響を考察する。 

 

We will examine the influence of science and technology on the imagination of "travel" through reading of the nineteenth century, 

and early twentieth century European literature, both fiction and non-fiction, in which vehicles appear. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

テクノロジーが地球規模で人々の生活習慣や社会の在り方を劇的に変えるようになった十九世紀において，変化を生み出す中

心的な原動力となっていたのが乗り物である。とりわけ鉄道と蒸気船は，自然エネルギーから人工的エネルギーへの転換を象徴

する存在であり，その土地の文化や社会を濃厚に反映しつつ，それらを劇的に変容させ，旅をめぐる想像力もそれに伴って再編

成された。また，当時の技術水準では实現不可能だった移動手段をめぐる想像には時代背景がストレートに反映される。この両

者を併せて検討することで，近代における旅の在り方を再検討する。 

 

In the nineteenth century, when technology dramatically changed people's lifestyles and the manner of society on a global scale, it 

was the vehicle that became the primary driving force of change. Railways and steam ships in particular symbolize the transition 

from natural to man-made energy, strongly reflected in the local culture and society while dramatically changing them, and 

accompanied by a reorganization of imagination around the journey. In addition, the background of the times is directly reflected in 

imaginings of means of transportation that could not be realized with technological levels of the time. We will consider these 

together, and re-examine modes of travel in modern times. 

 

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 
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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（ 
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（ 
TRC3500 

言語 

＇Language（ 

日本語 

(Japanese) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

国際観光の現状を理解し、地域交流の意義と課題を自ら考えられるようになる。 

 

Understanding the current state of international tourism, you will consider the significance of regional exchange and its issues. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

国際観光において、受入地域は地域振興・国際交流の一環として旅行者を誘致するだけでなく、受入体制の整備が求められて

いる。本授業では、訪日旅行における地域交流を中心に扱い、まず日本の国際観光の展開と、訪日外国人旅行者の動向を説明

する。その後、姉妹都市・友好都市をはじめとする地域の国際化政策や、訪日教育旅行、人材育成、宿泊施設といった地域交流

が発生する場面やそれを支える体制づくりの現状と課題を扱う。以上に加えて、まちづくり、外国人対忚、地域変化の視点から、

国際観光における地域交流の意義と課題を考える。 

 

In international tourism, the host area is required to attract tourists as well as develop a hosting system, as part of regional 

promotion and international exchange. In this class, we will focus on regional exchange during travel to Japan, first explaining the 

development of international tourism in Japan, and trends among foreign visitors to Japan. Next, we will cover the current 

situation and issues relating to the creation of a system that supports regional exchange, such as internationalization policy in 

areas such as sister and friendship cities, educational trips to Japan, human resources development, and accommodation facilities. 

Furthermore, we will consider the significance and issues of regional exchange in international tourism, from the perspective of 

community development, dealing with foreigners, and regional change. 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. ガイダンス 

2. 日本における国際観光の展開 

3. 近年の観光政策と訪日外国人旅行者の受入 

4. 訪日外国人旅行者の動向 

5. 観光者の類型と地域交流 

6. 自治体の交流 

7. 訪日教育旅行の受入 

8. 学校教育における人材育成 

9. 宿泊施設と地域交流 

10. 国際観光とまちづくり 1 

11. 国際観光とまちづくり 2 

12. 国際観光と地域の対忚 

13. 国際観光と地域の変化 

14. まとめ 

 

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

国際観光に関連するニュース報道、雑誌記事などに関心を向けてください。 

 

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・授業での発言(40%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

なし 

 

参考文献＇Readings（ 

適宜授業で指示する。 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

授業は講義形式を中心としながらも、適宜グループディスカッションを行い、それを踏まえたリアクションペーパーの提出を求める
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予定である。また、学生への質問も行う予定である。 

 

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) 

テーマ／サブタイトル等 

＇Theme / Subtitle（ 
外の世界への旅をとおして、自分の中の他者や異文化と出会う 

担当者名 

＇Instructor（ 
田中 真知(TANAKA MACHI) 

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（ 

旅や異文化体験をとおして、私たちが「当たり前」「わかりきったこと」「常識」ととらえているものを相対化するとともに、「わからな

い」ことに直面したとき、それとコミュニケーションし、自分の言葉で表現できるようになることを目指す。 

 

Through travel and cross-cultural experiences, we will aim to better express in our own words, events we face that are “common 

place”, “understood” and “common sense”, as well as when we encounter the “incomprehensible". 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

「異文化理解」「多様性」「コミュニケーション」「つながり」「共感」といった言葉を耳にする機会が多いが、私たちが本当に他者と

「わかりあう」ことは可能なのか。私たちは他者について何を「わかっている」のか。そもそも「他者」とは誰のことで「異文化」とは何

を意味しているのか。本授業では、視点を転換したり、質問を投げかけたりすることで、私たちが無意識に前提としている物の見

方の枞組みをとらえ直し、他者や自分とのより豊かなコミュニケーションを实現することをめざす。一方向的な講義ではなく、随時、

対話や考える時間をまじえた形式をとる。 

 

There are many opportunities to hear words such as “intercultural understanding", “diversity”, “communication”, “connection” and 

"empathy", but is it really possible for us to “comprehend” each other? What do we really know about others? Who is the “other”, 

and what does "other culture" even mean anyway? In this class we aim to achieve richer communication between ourselves and 

others, re-establishing the framework where we see things without preconceptions, by changing our perspective and asking 

questions. It is not a one-way lecture, but takes the form of dialogue with time to think as needed. 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. オリエンテーション 

2. 曖昧さ・複雑さ・偶然性・想定外と旅＇アフリカ・コンゴのケース（ 

3. 異文化はどこからはじまるのか＇「線」を引くことについて（ 

4. 「私」はどこにいるのか？＇内なる異文化・他者と出会う旅（ 

5. 「わかりあう」ことがコミュニケーションか＇恋愛と異文化理解（ 

6. わかったつもりという戦略 1＇ステレオタイプ、エスニックジョーク、オリエンタリズム、ツールとしての異文化（ 

7. わかったつもりという戦略 2＇錯覚のサイエンス（ 

8. 見えないものへの旅 1＇死者の居場所・宗教と死生観（ 

9. 見えないものへの旅 2＇「環世界」について（ 

10. 質問が「問題」をつくり出す＇対話とメタ認知（ 

11. 言葉はいかにして暴力となるのか？＇非暴力的なコミュニケーション（ 

12. ゲスト講師 1 

13. ゲスト講師 2 

14. 答えのない世界に生きるために＇「見立て」とブリコラージュ（ 

 

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

授業時間外の学習に関する指示は、必要に忚じて別途指示する。 

また、ゲスト講師による講義の日程については、後日確認が取れしだい告知する。 

 

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（ 

 テキストは使用しない 

 

参考文献＇Readings（ 

1. ナシーム・ニコラス・タレブ、2017、『反脆弱性』、ダイヤモンド社 
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2. スティーブン スローマン，フィリップ ファーンバック、2018、『知ってるつもり 無知の科学』、早川書房 

3. 木村 大治、2018、『見知らぬものと出会う ファースト・コンタクトの相互行為論』、東京大学出版会 

4. 野村進、2008、『調べる技術・書く技術』、講談社 

5. 和田信明 中田豊一、2010、『途上国の人々との話し方』、みずのわ出版 

6. エイミー・E・ハーマン、2016、『観察力を磨く 名画読解』、早川書房 

7. 田中真知、2009、『美しいをさがす旅にでよう』、白水社 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

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。 

 

Local natural environments with unique characteristics are essential resources for tourism. We will learn the points of value and 

their utilization as tourism resources, understanding the background to the formation and maintenance of diverse natural 

environments in various parts of Japan and around the world. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

自然環境は、各地域によって多様であり、そのことが地域の特性を育んでいる。このような多様な自然は、その地域を訪れたいと

いう地域外からの利用実の動機・ニーズとなり、観光資源となる。本授業では、世界各地あるいは日本各地を例にして、地学的側

面と生態学的側面から地域の自然の成り立ちについて解説を行う。授業の前半部分では山岳や火山・温泉、川や氷河に関わる

自然環境を、後半部分では沿岸・海洋、島にかかわる自然環境を対象に紹介する。なお、授業は、パワーポイント等を用いて、写

真や動画、図表を示しながら行う。また、毎回図表等の資料を配付する。 

 

The natural environment is diverse in each area, and this fosters its uniqueness. This diversity of nature is a driver of demand from 

tourists from outside of the area to visit, and becomes a tourism resource. In this class, we will explain the origins of a region‟s 

nature in terms its geographical and ecological aspects, using examples from Japan and around the world. The first half of the 

class will introduce natural environments related to mountains, volcanoes, hot springs, rivers and glaciers, while the second half 

will cover coasts, oceans and islands. In addition, classes will be conducted using PowerPoint etc. while showing photographs, 

videos and charts. In addition, materials such as charts will be distributed in each class. 

 

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（：知っておきたい火山のリスク 

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、滝を作る作用 

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、山の手と下町 

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。 
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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」と日本文化 

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（ 

日本の「おもてなし」について説明できるようになる 

 

To be able to explain Japan‟s “omotenashi”, - hospitality. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

東京オリンピックの招致の時に、「おもてなし」という言葉が使われ、世界中の注目を集めました。2020 年のオリンピックイヤー間

近の今こそ、あらためて日本の「おもてなし」について、歴史をひもときつつ、考察してみましょう。 

 

The word “omotenashi” was used at the invitation for the Tokyo Olympics and attracted worldwide attention. As we approaching 

the 2020 Olympic Year, we‟ll examine the history of “hospitality” in Japan. 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. イントロダクション おもてなし現象とおもてなし 

2. おもてなしとは？ 

3. 飲食文化に見るおもてなし：和食文化 

4. 飲食文化に見るおもてなし：酒と茶の文化 

5. 飲食文化に見るおもてなし：洋食文化 

6. 芸術文化に見るおもてなし：エンタメの始まり 

7. 芸術文化に見るおもてなし：エンタメの展開 

8. 芸術文化に見るおもてなし：エンタメの成熟 

9. 飲食と芸術文化の融合：芸者文化 

10. 飲食と芸術文化の融合：芸者文化 

11. 飲食と芸術文化の融合：芸者文化 

12. 飲食と芸術文化の融合：芸者文化 

13. おもてなし：昔と今 

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： 予習してくる。 

事後学習： リアクションペーパーやノートなどを見て復習してくる。 

宿題： 授業の理解を深め、且つ、自身で考察する力を身につける。 

 

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（ 

授業中に指示します。 

 

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。  

 

By consciously using travel writing that places importance on rhetoric emphasizing literacy, and reconsidering our enjoyment of 

travel, we will consider behaviors that drive consumption of tourism.  

 

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。  

 

The development of ICT has increased the number of people who send and share travel articles, but acquiring knowledge of travel 

writing, learning and sharing travel experiences can increase one‟s own pleasure in travel, becoming an element that invites others 

to travel. After deconstructing elements of the trip, instructor will introduce basic knowledge and expressions aiming for the 

students to be able to summarize them in attractive expressions along with examples of travel writing.  

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. 授業ガイダンス,「旅を伝える」トラベルライティングとは？   

2. 旅の構成要素と表現   

3. 差異を意識する  

4. 風景・情景を表現する,描く,書く 

5. 「新座」を表現する,描く,書く 

6. 旅の修辞法１   

7. 旅の修辞法２  

8. 食べ物を表す 

9. 建築物を表す 

10. 宿泊施設を表す  

11. 交通機関／人物を表す 

12. 宗教／文化を表す   

13. トラベルライティングを評する・愉しむ   

14. まとめ   

 

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

授業時間外の学習に関する指示は，必要に忚じて別途指示する。   

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

出席状況及び各回リアクションペーパー(70%)/レポート(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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■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（ 
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（ 
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。 

 

Understanding the relationship between society, economy, politics and culture, while exploring the meanings of “leisure” and 

“recreation”. 

 

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。 

 

We are familiar with the words “leisure” and “recreation” in our daily lives. In this class, we will re-examine the meaning of “leisure" 

and "recreation" from the perspective of cultural studies while incorporating the latest topics, associating them with the society, 

politics and culture of Japan and other nations. 

 

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します。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します。 

 

This course considers tourism from the viewpoint of international cooperation, especially international development cooperation. 

It explores the current circumstances and issues of development through tourism in developing countries, through which the 

students obtain the basic knowledge of international development. Focusing on the society, culture, and people of the country or 

region studied, this course aims to enhance the comprehensive understanding of the relationship between tourism and 

international cooperation. 

 

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学びながら、観光による開発の課題や可能性について検

討・考察します｡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びます。 

 

Learning from specific cases of international development cooperation in, for instance, Asia, Africa, and Latin America, this course 

examines and considers the challenges and possibilities of development through tourism. This course also provides knowledge 

about businesses which are directly or indirectly related to development through tourism. 

 

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. 映像視聴 

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（ 

配布資料を読み込んでください。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ようにしてください。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ます。 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

レポート試験(Report Exam)(50%)/出席およびリアクションペーパー(30%)/小論文１(20%) 

11 回以上の出席がない場合は、単位取得の要件を満たさないものとします。 

 

テキスト＇Textbooks（ 

特にありません。事前に読んでくるべき資料については適宜配布します。 

 

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 
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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（ 
五十嵐 彰(IGARASHI AKIRA) 

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、分析可能な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。 

 

To learn the social research methods for collecting materials and data and organizing it into a form that can be analyzed. In 

addition, the personal computer skills related to social research will also be learned. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

簡単な社会調査を实際に経験することで、社会調査の流れや目的、实施に伴う注意点について学習する。 

授業で扱う項目としては、社会調査の概要、社会調査の企画＇調査企画と設計、仮説構成（、サンプリング法＇全数調査と標本調

査、無作為抽出、標本数と誤差など（、質問紙の設計＇質問文・調査票の作り方、ワーディング（、調査の实施方法＇調査票の配

布・回収法、インタビューの仕方など（、簡単な分析＇単純集計、に変数間の関連の分析（などがあげられる。 

授業内ではパソコンを利用した实習を行うことがある。 

 

By actually experiencing simple social research, students will learn the flow, purpose, implementation, and precautions of social 

research. 

The topics that will be covered in the course are an overview of social research, planning social research (survey planning and 

design, hypothesis formation), sampling methods (complete surveys and sample surveys, random sampling, number of samples and 

errors, etc.), questionnaire design (how to create question text and survey forms, wording), survey implementation methods 

(questionnaire distribution and collection methods, how to interview, etc.), simple analysis (simple tabulation, analysis of the 

relationship among variables), and other topics. 

There will be exercises using personal computers during the class. 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. イントロダクション：社会調査とはなにか 

2. 社会調査の分類：量的／質的調査 

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：仮説の設定 

5. 調査票の作成１：調査票の構成 

6. 調査票の作成２：質問文のワーディング 

7. サンプリングの方法１：標本抽出の理論 

8. サンプリングの方法２：標本抽出の实際 

9. 量的調査の方法 

10. 調査の实施 

11. 調査データの整理・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 

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（ 

調査や統計についてのニュースや記事に日常的に触れることが望ましい。その際には、用語の定義、調査対象、収集方法、デー

タの提示方法に特に注意すること。 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

レポート試験(Report Exam)(50%)/授業内課題(50%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

なし 

 

参考文献＇Readings（ 
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1. 森岡清志＇編（、2007、『ガイドブック社会調査』、日本評論社 (ISBN:978-4535582460) 

2. 大谷信介ほか＇編（、2005、『社会調査へのアプローチ―論理と方法』、ミネルヴァ書房 (ISBN:978-4623041046) 

社会調査全体の設計とその問題点に関心がある学生は『社会調査における非標本誤差』を参考にすること。 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

この授業は社会調査士科目 B に対忚している。詳しくは立教大学社会情報教育研究センターのホームページ

＇https://spirit.rikkyo.ac.jp/csi/shakai/SitePages/about.aspx（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（ 
五十嵐 彰(IGARASHI AKIRA) 

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、分析可能な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。 

 

To learn the social research methods for collecting materials and data and organizing it into a form that can be analyzed. In 

addition, the personal computer skills related to social research will also be learned. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

簡単な社会調査を实際に経験することで、社会調査の流れや目的、实施に伴う注意点について学習する。 

授業で扱う項目としては、社会調査の概要、社会調査の企画＇調査企画と設計、仮説構成（、サンプリング法＇全数調査と標本調

査、無作為抽出、標本数と誤差など（、質問紙の設計＇質問文・調査票の作り方、ワーディング（、調査の实施方法＇調査票の配

布・回収法、インタビューの仕方など（、簡単な分析＇単純集計、に変数間の関連の分析（などがあげられる。 

授業内ではパソコンを利用した实習を行うことがある。 

 

By actually experiencing simple social research, students will learn the flow, purpose, implementation, and precautions of social 

research. 

The topics that will be covered in the course are an overview of social research, planning social research (survey planning and 

design, hypothesis formation), sampling methods (complete surveys and sample surveys, random sampling, number of samples and 

errors, etc.), questionnaire design (how to create question text and survey forms, wording), survey implementation methods 

(questionnaire distribution and collection methods, how to interview, etc.), simple analysis (simple tabulation, analysis of the 

relationship among variables), and other topics. 

There will be exercises using personal computers during the class. 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. イントロダクション：社会調査とはなにか 

2. 社会調査の分類：量的／質的調査 

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：仮説の設定 

5. 調査票の作成１：調査票の構成 

6. 調査票の作成２：質問文のワーディング 

7. サンプリングの方法１：標本抽出の理論 

8. サンプリングの方法２：標本抽出の实際 

9. 量的調査の方法 

10. 調査の实施 

11. 調査データの整理・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 

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（ 

調査や統計についてのニュースや記事に日常的に触れることが望ましい。その際には、用語の定義、調査対象、収集方法、デー

タの提示方法に特に注意すること。 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

レポート試験(Report Exam)(50%)/授業内課題(50%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

なし 

 

参考文献＇Readings（ 
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1. 森岡清志＇編（、2007、『ガイドブック社会調査』、日本評論社 (ISBN:978-4535582460) 

2. 大谷信介ほか＇編（、2005、『社会調査へのアプローチ―論理と方法』、ミネルヴァ書房 (ISBN:978-4623041046) 

社会調査全体の設計とその問題点に関心がある学生は『社会調査における非標本誤差』を参考にすること。 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

この授業は社会調査士科目 B に対忚している。詳しくは立教大学社会情報教育研究センターのホームページ

＇https://spirit.rikkyo.ac.jp/csi/shakai/SitePages/about.aspx（を参照すること。 

 

注意事項＇Notice（ 

【2019 年 6 月 4 付変更】＇変更理由：記載追加（ 

変更前：記載なし 

 

変更後：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＇金（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)人類学の方法論を学ぶことで、調査实習や卒論執筆にも

忚用可能な社会調査技法の習得を目指す。 

 

In this course, we will study the methodology of cultural (social) anthropology, which is the discipline that places most importance 

on fieldwork, and aim to acquire social research techniques applicable to research practice and graduation thesis writing. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

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)人類学の方法論を学ぶことで、調査实習や卒論執筆にも

忚用可能な社会調査技法の習得を目指す。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理解する。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、人類学では相互行為や行動を「観

る」「記録する」技法を駆使してきた分野でもあり、これは観光行動などの観光研究にも忚用し得るものである。本講義では、各人

の問題意識の醸成の方法や、世界を切り取るための理念的部分を前半で集約的に行い、後半では調査計画の立案や、フィール

ドノートの取り方や写真撮影、インタビュー法などの实用的な技法を学んでいく。 

 

In this course, we will study the methodology of cultural (social) anthropology, which is the discipline that places most importance 

on fieldwork, and aim to acquire social research techniques applicable to research practice and graduation thesis writing. Having 

learned the philosophy and history of fieldwork (FW), we will explore the three methods of behavioral observation, interview, and 

community research. Although interview surveys tend to be considered the main focus of field work, anthropology is a field that 

has made full use of techniques to “see” and “record” interactions and behaviors, and these can also be applied to tourism 

research such as on tourist behavior. In this lecture, the first half will provide intensive study of methods to foster the individual‟s 

sense of issues, as well as conceptual perspectives to dissect the world. In the second half we will devise research plans, and learn 

practical methods for taking field notes and photographs, as well as interview techniques. 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. 理念と歴史＇1（他者を知る 

2. 理念と歴史＇2（日常への視点 

3. 理念と歴史＇3（全体を見通す 

4. 様々な方法＇1（行動観察と記録 

5. 様々な方法＇2（インタビュー・生活史 

6. 様々な方法＇3（地域調査とは 

7. 調査を計画する＇1（調査テーマの発見 

8. 調査を計画する＇2（調査計画の立て方 

9. 調査の实用(1)データの取り方(フィールドノート編) 

10. 調査の实用(2)データの取り方(フィールド写真編) 

11. 調査の实用(3) データの取り方(インタビュー編) 

12. 写真を用いた調査技法＇フォト・エリシテーション（の事例紹介 

13. 地域開発分野への調査の事例紹介 

14. データ＇ドキュメント、映像資料（の整理方法 

 

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)(60%)/授業への为体的な取り組み＇含出席率（(20%)/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 
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上記テキストは、本授業でのフィールド写真の撮影技術のための实践演習で使用する。 

 

参考文献＇Readings（ 

 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

『メイキング文化人類学』＇太田好信・浜本満編，世界思想社，2005 年)は，B.マリノフスキーら近代人類学の創始者の FW につい

て書かれており，本科目前半の講義で扱う事象を多々含んでいる。 

『フィールドワーカーズ・ハンドブック』＇日本文化人類学会監修，世界思想社，2011年（はFWの实用的な方法論である。特に日帰

りの FW，1 週間の FW など，ゼミなどで实践可能な説明がなされている。 

 

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) 

テーマ／サブタイトル等 

＇Theme / Subtitle（ 
観光地理学演習 

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，地域調査の計画と实際をとおして習得し，観光研究にアプローチできるようにする。 

 

To acquire the research methods of the geography of tourism, through the practice of field research and planning and become able 

to conduct tourism research. 

 

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。 

 

What kind of impact and changes arise in places and regions from the individual behavior of travelers? Promoting investigation on 

the spatial spread of tourism through the general and special characteristics of places and regions, advancing research and 

surveys based on geographical methods, mainly focused on the routes on which people move (traffic routes), the base city from 

where the routes are dispersed (nodal points), and the urban space developed behind the nodal points (hinterlands). 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. 演習の進め方＇国内地域調査に向けて（ 

2. 国内地域調査の概要 

3. 地形図の判読と利用１ 

4. 地形図の判読と利用２ 

5. 地形図の判読と利用３ 

6. 地形図の判読と利用４ 

7. 国内地域調査に関連する文献講読１ 

8. 国内地域調査に関連する文献講読２ 

9. 国内地域調査に関連する文献講読３ 

10. 国内地域調査に関連する文献講読４ 

11. 国内地域調査に関連する統計・資料の活用１ 

12. 国内地域調査に関連する統計・資料の活用２ 

13. 国内地域調査に関連する統計・資料の活用３ 

14. 国内地域調査に関連する統計・資料の活用４ 

 

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

１．夏季休業中＇８月下旪～９月上旪を予定（に，履修者全員が参加して５泊６日で国内地域調査を实施する。 

２．履修者は 2019 年度春学期開講科目「外国地誌１」と「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（ 

演習への参加度と課題に対する取り組み方(100%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

1. 『5 万分の 1 地形図「小倉」』、国土地理院 

2. 『5 万分の 1 地形図「折尾」』、国土地理院 

3. 『2.5 万分の 1 地形図「下関」』、国土地理院 

4. 『2.5 万分の 1 地形図「小倉」』、国土地理院 

5. 『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（ 
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演習時に紹介する。 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 
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■HB612 

科目コード／科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

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（ 
観光地理学演習 

担当者名 

＇Instructor（ 
丸山 宗志(MARUYAMA MOTOSHI) 

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。 

 

Continuing on from Seminar (2nd year) A, acquiring geography of tourism research methods through field research, so as to be 

able to conduct tourism research. 

 

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。 

 

Continuing on from Seminar (2nd year) A, promoting investigation on the spatial spread of tourism through the general and special 

characteristics of places and regions, advancing research and surveys based on geographical methods, mainly focused on the 

routes on which people move (traffic routes), the base city from where the routes are dispersed (nodal points), and the urban 

space developed behind the nodal points (hinterlands). 

 

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 2019 年度春学期開講科目「外国地誌１」と「観光地理学２」を履修済みであることが望ましい。 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

演習への参加度と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、必ずしも言語のみで

は十分ではありません。言語はロジックを組み立てるのに適したものですが、人の生は言語だけでは表しにくい部分があります。

映像やビジュアルな表現を为体とする人類学的实践に着目し、このような部分の理解の仕方について学んでいきます。 

 

The objective is to “know and understand others", and for this purpose to cultivate empathy in accordance with cultural 

anthropology and folkloristic methods. Fieldwork has been conducted in these disciplines (participant observation, life history, and 

interviews) for the purpose of knowing others. But to know others, language by itself is not always sufficient. Language is suitable 

for logical constructs, but human life is difficult to express in words alone. Focusing on anthropological practice primarily dealing 

with video and visual expressions, we will learn how to understand these kind of aspects. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

「このような部分」とは何でしょうか。人類学は、その学問が発生した当初から、人々の生活には数えたり測ったり言語化できない

部分があることに着目してきました。情動、恐れ、喜び、雰囲気、空気、情景、喜怒哀楽、関係性、かたち、夢、空間、超自然的存

在などなど。こうした生活の中で立ち現れる「不可量部分」を仮にここでは人類学者の箭内匡に倣って「イメージ」と呼んでおきま

す。現在、世界の人類学的研究では人の日常におけるイメージを、様々な映像表現で捉えようとする試みが盛んになっています。

ビデオカメラ、携帯、動画シェアサイトなど、感覚に訴えるメディア＇センサリーメディア（の普及はそれを後押ししています。本科目

は映像制作自体を学ぶわけではありませんが、交流文化学科における「交流文化」＇≒流動化する文化（の一つの表現技法とし

て、あるいは、複雑化することでますますロジックや静的なツールでは捉えにくくなりつつある現代社会を表現するための方法論

として、人類学・民俗学における映像民族誌の見方や手法を学んでいきます。 

 

What are „these kind of aspects‟? The discipline of anthropology, since its beginnings, has focused on the fact that there are 

aspects of people‟s lives that cannot be counted, measured or verbalized. Feelings, fear, joy, atmosphere, air, setting, emotions, 

relationships, forms, dreams, space, existence of the supernatural and so on. Here, the “unquantifiable” appearing in such lives is 

provisionally called an “image” by the Anthropologist Tadashi Yanai. At present, in the world of Anthropological research, attempts 

to capture images on film of people in various expression of everyday life are becoming popular. This is boosted by the widespread 

use of media that appeals to the senses (sensory media), such as video cameras, mobile phones and video sharing sites. This 

discipline does not study video production itself, but as an expressive technique of “cultural exchange” ( ≒ fluidity of culture) 

in the Department of Culture and Tourism Studies, we learn the methods and perspectives of visual ethnography in anthropology 

and folklore studies as the complexity of modern society is increasingly difficult to grasp using logic and static tools. 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. 講義：エスノグラフィーの手法の多様化 

2. 講義：他者を知ること、文化を理解すること 

3. 映像作品の鑑賞と批評、受講生による発表 

4. 映像作品の鑑賞と批評、受講生による発表 

5. 映像作品の鑑賞と批評、受講生による発表 

6. 映像作品の鑑賞と批評、受講生による発表 

7. 映像作品の鑑賞と批評、受講生による発表 

8. 映像作品の鑑賞と批評、受講生による発表 

9. 映像作品の鑑賞と批評、受講生による発表 

10. 映像作品の鑑賞と批評、受講生による発表 

11. 映像作品の鑑賞と批評、受講生による発表 

12. 映像作品の鑑賞と批評、受講生による発表 

13. 映像作品の鑑賞と批評、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」「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。 
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フィールドワーク＇社会調査实習（は 3 年次に实施しますが、それに先立ち、センサリーメディアを用いて日常を相対化するための

ミニフィールドワークを東京都内で实施します。 

 

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（ 

講読文献や映像資料は随時指示します。 

 

参考文献＇Readings（ 

参考になる文献としては以下の通りです。 

村尾静二他『映像人類学(シネ・アンスロポロジー)―人類学の新たな实践へ』、分藤大翼他『フィールド映像術』、日高優他『映像

と文化―知覚の問いに向かって』、新井一寛他『映像にやどる宗教、宗教をうつす映像』、南出和余他『フィールドワークと映像实

践:研究のためのビデオ撮影入門』、『美術手帖 2018 年 6 月号・アートと人類学』、箭内匡『イメージの人類学』 

 

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。 

 

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（ 

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、必ずしも言語のみで

は十分ではありません。言語はロジックを組み立てるのに適したものですが、人の生は言語だけでは表しにくい部分があります。

映像やビジュアルな表現を为体とする人類学的实践に着目し、このような部分の理解の仕方について学んでいきます。 

 

The objective is to “know and understand others", and for this purpose to cultivate empathy in accordance with cultural 

anthropology and folkloristic methods. Fieldwork has been conducted in these disciplines (participant observation, life history, and 

interviews) for the purpose of knowing others. But to know others, language by itself is not always sufficient. Language is suitable 

for logical constructs, but human life is difficult to express in words alone. Focusing on anthropological practice primarily dealing 

with video and visual expressions, we will learn how to understand these kind of aspects. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

このような部分を仮に「イメージ」と呼んだ場合［演習 2 年 A シラバス参照］、それを映像で表現するのは容易ではありません。他

者を理解するという一忚の共通了解を持った人類学的フィールドワークにおいては、他者と長く暮らすことを抜きに「イメージ」の

立ち現れる場面に立ち会うこともまた難しく、学部 2 年次の演習という、時間的にも技術的にも、また基礎知識の面でも限られた

状況では事实上不可能だからです。そこで本科目では尐しでも映像人類学、映像民族誌の手法に自らの手で触れるために、「都

市における動き」に着目し、無数の人が錯綜し日々変化し続ける都市の流動性やヴァナキュラーな＇非为流的な＝人々のローカ

ルな文化や生き方といったような（局面に着目して初歩的な映像作品にトライしてみたいと考えています。もちろんそれは活動の

ごく一部であり、教审では春学期同様に人類学・民俗学における映像表現に関する論文輪読やドキュメンタリー・映画を含む映像

作品の鑑賞と批評を継続します。 

 

While such aspects are tentatively called "images" [see Seminar A, Year 2], they are not easily expressed with video. In 

anthropological fieldwork where there is a common understanding of others, it is difficult to observe scenes where the “image” 

appears without having lived with others for a long time. As we learned in the second year seminars, this is because it is virtually 

impossible within the limitations of time, technology and basic knowledge. Therefore, in order to handle the techniques of visual 

anthropology and ethnography in this discipline by ourselves, we will focus on “movement in the city”, the fluidity of countless 

people constantly changing and the vernacular (non-mainstream = people's local culture and way of life), as well trying aspects of 

basic video work. Of course, this is a small part of the activity, and the same as in the spring semester classes, we will continue to 

read and critique visual works including circular reading, and documentary and film related to visual expressions in anthropology 

and folklore studies. 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. 講義：映像实践にむけて 

2. 講義：空間を見る 

3. 映像作品の鑑賞と批評、受講生による発表 

4. 映像作品の鑑賞と批評、受講生による発表 

5. 映像作品の鑑賞と批評、受講生による発表 

6. 映像作品の鑑賞と批評、受講生による発表 

7. 映像作品の鑑賞と批評、受講生による発表 

8. 映像作品の鑑賞と批評、受講生による発表 

9. 映像作品の鑑賞と批評、受講生による発表 

10. 映像作品の鑑賞と批評、受講生による発表 

11. 映像作品の鑑賞と批評、受講生による発表 

12. 映像作品の鑑賞と批評、受講生による発表 

13. 映像作品の鑑賞と批評、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」「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。 
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フィールドワーク＇社会調査实習（は 3 年次に实施しますが、それに先立ち、センサリーメディアを用いて日常を相対化するための

ミニフィールドワークを東京都内で实施します。 

 

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（ 

講読文献や映像資料は随時指示します。 

 

参考文献＇Readings（ 

参考になる文献としては以下の通りです。 

村尾静二他『映像人類学(シネ・アンスロポロジー)―人類学の新たな实践へ』、分藤大翼他『フィールド映像術』、日高優他『映像

と文化―知覚の問いに向かって』、新井一寛他『映像にやどる宗教、宗教をうつす映像』、南出和余他『フィールドワークと映像实

践:研究のためのビデオ撮影入門』、『美術手帖 2018 年 6 月号・アートと人類学』、箭内匡『イメージの人類学』 

 

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。 

 

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（ 
葛野 浩昭(KUZUNO HIROAKI) 

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・社会の変化・交流・創造現象に関する小研究の实践・発表・ディスカッション等を通して，文化人類学的研究の視点を見に

つけ磨くことを目指します｡ 

 

Through practice, presentation and discussion of minor research on cultural and social change, exchange and creation phenomena, 

we aim to acquire and refine our perspective of cultural anthropological research. 

 

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，皆で質疑忚答・ディスカッションを行います｡各人の小研究から発表までの過程では、２・３回の個人面談・指導を行いま

す。 

(２) 後期ゼミでのインタビュー調査实習へ向けて計画を立案・検討する｡ 

 

(1) In the field of cultural anthropology research, each student will conduct a small research project on the phenomena and themes 

that each person is interested in, summarizing in a report, along with a Q & A session and discussion. There will be 2 or 3 personal 

interviews and instruction in the course of each student‟s research up until the presentation. 

(2) Students will devise and consider a plan for interview research practice in the second half seminars. 

 

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：その１＇８名程度（｡ 

5. 各人の発表の概要の紹介：その２＇５名程度（。発表順番 (スケジュール) の決定｡ 

6. 発表とディスカッション (１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. 発表とディスカッション (２名) ｡ 

13. 後期のインタビュー調査实習へ向けて意見交換｡ 

14. 後期のインタビュー調査实習へ向けて意見交換。夏休み中の資料収集について。 

 

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

・発表へ向けては２・３回の個人指導を随時行います。 

・ ｢観光人類学 1｣ ｢観光人類学 2｣ ｢エスニックツーリズム論｣ 「人類学」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｡ 
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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（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

インタビュー調査实習とその成果の発信とを通して，調査研究能力を实践的に身につけることを目指します｡ また，次年度 3年ゼ

ミで实践するフィールドワーク实習の方法論について具体的に想像することも目指します｡ 

 

Through interview survey practice and submission of the results, we aim to acquire practical survey research abilities. In addition, 

we aim to concretely envisage the methodology of fieldwork training practiced in the third year seminars. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

(1)ゼミ生共同・協働のインタビュー調査实習を行います｡ 調査計画の立案・検討から調査結果の発信まで｡ 

(2)3 年次のフィールドワーク实習へ向けて，フィールドワークという方法論を学びます｡ 

 

(1) Seminar students will conduct joint and collaborative interview research seminars. From devising survey plans and 

investigations to submission of survey results. 

(2) We will learn fieldwork methodology necessary for fieldwork practice in the 3rd year. 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. インタビュー調査のテーマ・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. インタビュー調査のテーマ・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实習へ向けて意見交換｡ 

14. 次年度 3 年次のフィールドワーク实習へ向けて計画を立案・検討。 春休み中の資料収集について｡ 

 

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

上記の授業計画はインタビュー調査实習の作業プロセスを示したものです｡ 作業の多くは，授業時間内に教审での作業として完

結するものではなく，むしろ授業時間外にも，そして学外でも継続的あるいは集中的に展開します｡ 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

発表(40%)/ディスカッションへの貢献度(30%)/ゼミ運営への貢献度(30%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

随時，資料を配布します｡ 

 

参考文献＇Readings（ 

1. 立花隆、1998 年、『二十歳のころ』、新潮社 

2. 菅原和孝、2006 年、『フィールドワークへの挑戦』、世界思想社 

3. 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)（ 
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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（ 

歴史学の立場から観光の位置付けを理解する。 

 

Understanding the place of tourism from a historical perspective. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

文献講読や履修者による調査にもとづき、報告とディスカッションを繰り返しながら、各時代における観光の機能や役割について

の分析を行う。2019 年度は、近現代日本におけるオリンピックと観光の関係に着目する。 

 

Based on reading literature and surveys by students, we will repeat reports and discussions, analyzing the functions and roles of 

tourism is each era. In 2019, we will focus on the relationship between the Olympics and tourism in modern day Japan. 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. イントロダクション 

2. 報告とディスカッション 1 

3. 報告とディスカッション 2 

4. 報告とディスカッション 3 

5. 報告とディスカッション 4 

6. 報告とディスカッション 5 

7. 報告とディスカッション 6 

8. 報告とディスカッション 7 

9. 報告とディスカッション 8 

10. 報告とディスカッション 9 

11. 報告とディスカッション 10 

12. 報告とディスカッション 11 

13. 報告とディスカッション 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。 

関連する先行研究を読む。 

関連する史料を収集する。 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

演習への取り組み(100%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

なし 

 

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（ 

歴史学の立場から観光の位置付けを理解する。 

 

Understanding the place of tourism from a historical perspective. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

文献講読や履修者による調査にもとづき、報告とディスカッションを繰り返しながら、各時代における観光の機能や役割について

の分析を行う。2019 年度は、近現代日本におけるオリンピックと観光の関係に着目する。 

 

Based on reading literature and surveys by students, we will repeat reports and discussions, analyzing the functions and roles of 

tourism is each era. In 2019, we will focus on the relationship between the Olympics and tourism in modern day Japan. 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. イントロダクション 

2. 報告とディスカッション 1 

3. 報告とディスカッション 2 

4. 報告とディスカッション 3 

5. 報告とディスカッション 4 

6. 報告とディスカッション 5 

7. 報告とディスカッション 6 

8. 報告とディスカッション 7 

9. 報告とディスカッション 8 

10. 報告とディスカッション 9 

11. 報告とディスカッション 10 

12. 報告とディスカッション 11 

13. 報告とディスカッション 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。 

関連する先行研究を読む。 

関連する史料を収集する。 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

演習への取り組み(100%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

なし 

 

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。 

 

The purpose of this seminar is to cultivate perspectives based on sociology and cultural anthropology from which to analyze 

tourism phenomena in terms of “culture”. 

 

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。 

 

“Culture” is not only regarded simply as an object of existing tourism, but within a dynamic relationship between “culture” and 

tourism is established socially, and tourism emphasizes the viewpoint of grasping what kind of culture is produced. Based on the 

concept of "tourism culture", we will specifically consider such cases. 

 

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（：文化の実体化 

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。 

 

The purpose of this seminar is to cultivate perspectives based on sociology and cultural anthropology from which to analyze 

tourism phenomena in terms of “culture”. 

 

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。 

 

“Culture” is not only regarded simply as an object of existing tourism, but within a dynamic relationship between “culture” and 

tourism is established socially, and tourism emphasizes the viewpoint of grasping what kind of culture is produced. Based on the 

concept of "tourism culture", we will specifically consider such cases involving Japan. 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. オリエンテーション 

2. 観光文化の实態分析＇１（:観光の場における複数の「日本」 

3. 観光文化の实態分析＇２（:観光の場における複数の「日本」 

4. 観光文化の实態分析＇３（:観光の場における複数の「日本」 

5. 観光文化の实態分析＇４（:観光の場における複数の「日本」 

6. 観光文化の实態分析＇５（:観光の場における複数の「日本」 

7. 観光文化の实態分析＇６（:観光の場における複数の「日本」 

8. 観光文化の实態分析＇７（:観光の場における複数の「日本」 

9. 観光文化の实態分析＇８（:観光の場における複数の「日本」 

10. 観光文化の实態分析＇９（:観光の場における複数の「日本」 

11. 観光文化の实態分析＇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。 

 

We will study the diversity of regional nature and culture, regional differences, and the unique characteristics of an area, while 

acquiring field survey skills. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

研究テーマの設定から調査の企画，報告書の作成に至るまで，学生が自为的・为体的に行いながら，地域調査の全過程を体験

的に学習する。具体的な社会現象を研究対象として，立地や地域形成，地域変容，観光圏と観光行動，実層と集実圏などを考え

ていく。 

 

Students will independently conduct research on topics chosen themselves, as well as planning and producing reports, while 

empirically studying the overall process of field research. We will consider the location and regional make-up, along with regional 

transformation, tourism area and activities, visitor profiles and area, with specific social phenomena as the object of research. 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. 調査研究テーマの設定 

2. 調査の企画 

3. 仮説の立案 

4. 文献講読１ 

5. 文献講読２ 

6. 調査項目の設定 

7. 調査票の作成１ 

8. 調査票の作成２ 

9. サンプリングと調査票の修正 

10. 図表・地図作成スキルの修得 

11. 図表・地図作成スキルの修得 

12. フィールドワークの实施１ 

13. フィールドワークの实施２ 

14. フィールドワークの实施３ 

 

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

下記の参考文献『地域調査ことはじめ』＇ナカニシヤ出版（を読んでおくこと。 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

課題の達成度(50%)/ゼミへの貢献度(50%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

なし 

 

参考文献＇Readings（ 

1. 梶田真ほか、2007、『地域調査ことはじめ』、ナカニシヤ出版 (ISBN:978-4-7795-0132-6) 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 
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■HB624 

科目コード／科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

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

ちづくりに結实させる。 

 

We will understand the diversity of regional nature and culture, regional differences, and the unique characteristics of an area. By 

doing so, we will discover what makes the area attractive, and eventually make it into a tourist destination. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

演習の实施にあたっては，地理学の理論や手法を援用する。具体的には，どこに何があるのか・なぜそこにあるのか＇立地（，ど

のようにしてできたのか＇地域形成と変容（，どこになぜ行くのか＇観光圏と観光行動（，どのような人がどこから来るのか＇実層と

集実圏（などを考えていく。 

 

We will use geographical theory and methods in the seminar. Specifically, we will consider, what is there, why it is there (location), 

how it was made (regional formation and transformation), where and why to go (tourist sphere and tourism behaviors), and who 

comes from where (visitor profiles and areas). 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. グループ研究のテーマ探し 

2. グループ研究のテーマと調査地の決定 

3. 研究方法の決定 

4. 資料収集と調査票の設計 

5. 調査票の作成 

6. 調査票の試行と調査内容の再検討 

7. 調査結果の整理 

8. 調査結果の分析 

9. 調査結果の分析 

10. 補足調査 

11. 図表の作成 

12. 論文の執筆 

13. 論文の添削 

14. 最終発表 

 

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

授業時間外に，グループのメンバー同士で討論を交わして，研究方法から資料収集と分析，配付資料とスライド作成，プレゼン技

術，論文執筆にいたるまで，自分たちの型を見出しつつ实行する。現地視察会を企画し，全員で各グループの対象地域を巡検す

る。学期末には，論文を執筆し，論文集を出版する。 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

発表とディスカッション(30%)/現地調査(30%)/論文の内容(40%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

使用しない。 

 

参考文献＇Readings（ 

1. 梶田・加藤・仁平、2007、『地域調査ことはじめｰあるく・みる・かく』、ナカニシヤ出版 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 
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■HB625 

科目コード／科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

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。 

 

Acquiring the perspectives and methods of Sociology of Tourism. 

 

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。 

 

To deepen understanding of the theory and concepts of tourism sociology based on reading documents and on discussions. In 

addition, students will write research papers based on field surveys. 

 

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。 

 

Acquiring the perspectives and methods of Sociology of Tourism. 

 

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。 

 

To deepen understanding of the theory and concepts of tourism sociology based on reading documents and on discussions. In 

addition, students will write research papers based on field surveys. 

 

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（ 

未定 

 

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（ 
観光文学研究 

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「武蔵野」が研究対象となる。 

 

The overall theme of this seminar is “Literature and Tourism". In this academic year the subjects of research are primarily reading 

travelogues and travel literature, travel writing and literary tourism in Musashino. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

「武蔵野」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・報告する。個々人が自分のテーマに

関する情報を自在に操れるよう、調査研究の手法や ICT 技術の实習を交える。 

 

Reading and reporting on “Musashino”, based on fieldwork and training camps both in Japan and overseas, while referring to 

existing research. Student will investigate research methods and practice ICT technology in order to manipulate data on their own 

subjects. 

 

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. プレゼン合宿関係作業 

5. 「武蔵野」講読/はじめに、終わりに、あとがきなど 

6. 「武蔵野」講読/1 章-1 

7. 「武蔵野」講読/1 章-2 

8. 「武蔵野」講読/2 章-1 

9. 「武蔵野」講読/2 章-2 

10. 「武蔵野」講読/3 章-1 

11. 「武蔵野」講読/3 章-2 

12. 「武蔵野」講読まとめ 

13. 「武蔵野」報告 1 

14. 「武蔵野」報告 2 

 

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プレゼン合宿や，实地確認するためのフィールドワークの準備と遂行について，为

体的かつ積極的な関与が求められる。 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

出席および参加状況(100%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

1. 赤坂憲雄、2018、『武蔵野を読む』、岩波書店 (ISBN:4004317401) 

 

参考文献＇Readings（ 

1. 土屋忍編、2014、『武蔵野文化を学ぶ人のために』、世界思想社 (ISBN:4004317401) 

 

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（ 
観光文学研究 

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

に武蔵野や都内の文学ツーリズムが研究対象となる。 

 

The overall theme of this seminar is “Literature and Tourism". In this academic year the subjects of research are primarily literary 

travel, travel writing and literary tourism in Musashino and Tokyo. 

 

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，春学期中の講読や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。 

 

Regarding literary tourism, we will not only read related researches, but also be working on reading literary works based on 

fieldwork during the spring semester. Lectures and reading continue on literary tourism, and students will discuss and report on 

their own themes. 

 

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. 文学ツーリズム講読 

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プレゼン合宿や，实地確認するためのフィールドワークの準備と遂行について，为

体的かつ積極的な関与が求められる。 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

出席および参加状況(100%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

1. 前田愛、2006、『幻景の街―文学の都市を歩く』、岩波書店 (ISBN:4006021100) 

 

参考文献＇Readings（ 

1. 前田愛、1992、『都市空間のなかの文学』、筑摩/Kindle (ISBN:4480080147) 

2. 前田・瀬戸内、2013、『対談紀行 名作のなかの女たち』、岩波書店 (ISBN:400602228X) 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

http://masutani.biz 

 



 - 610 - 

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（ 
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（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

 地域を活性化させる手段として観光はどのような役割を果たし得るのだろうか？ 地域社会を真の意味で「豊か」にする観光開

発とは何か？を課題に，地域づくりに貢献する観光のあり方を考察します。 

ゼミでは個人発表や，グループワーク，五感をフル稼働させたフィールド調査，ディスカッション，成果の発信の实践を通して，各

自の問題意識を育て，自分の言葉で表現できる能力を高めることを目指します。  

 

What role can tourism play as a means of regional revitalization? What types of tourism development may truly enrich the local 

community? We will consider ways in which tourism can contribute to regional development. In this seminar series, we will aim to 

raise students‟ awareness of arrange of critical issues, and improve their ability of verbal, in-depth communication, through the 

practice of individual presentations, group work, field surveys, discussion and written assignments. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

第１段階: 各自の関心や興味を見出し，掘り下げる  

 各自がもっとも馴染みのある地域を選び，その地域では，何が観光資源になり得るのか，地域の資源(自然，衣・食・住にまつわ

る生活文化，歴史遺産など)を考察し，その中から観光資源を選択し，なぜ自分はそれを，その地域の観光資源として取り上げる

のかについて，発表する。 

第２段階: 観光開発による，利点と弊害について検討 

 日本国内において，過疎地域，あるいは離島における实践や实例を比較，検討する中で，観光が地域づくりにどのような役割を

果たしているのかを分析する。 

第３段階: フィールドワーク实施に向けての事前調査 

 質問票，アンケートの作成  

 

Students are encouraged to organize their study along three stages. First, students are encouraged to identify their interests and 

explore relevant themes. Each student will choose a particular tourist place, and identify tourist resources there (e.g. cultural 

scenes, natural landscape, food, life-style and historical heritage etc.), and explain why these places have chosen these resources 

as highlights. At the second stage, students will examine the advantages and disadvantages of tourist developments in these 

places. We will analyze the roles that tourism plays in regional development, particularly in sparsely populated areas and remote 

islands in Japan. Finally, at the third stage, students will design survey questionnaires and plan how fieldwork will be implemented. 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. オリエンテーション  

2. 各自の関心や興味を見出し、掘り下げる(1)  

3. 各自の関心や興味を見出し、掘り下げる(2)  

4. 各自の関心や興味を見出し、掘り下げる(3)  

5. 観光開発による、利点と弊害について検討 (1)  

6. 観光開発による、利点と弊害について検討 (2)  

7. 観光開発による、利点と弊害について検討 (3)  

8. フィールドワーク实施に向けての事前調査 (1)  

9. フィールドワーク实施に向けての事前調査 (2)  

10. フィールドワーク实施に向けての事前調査 (3)  

11. 質問票、アンケートの作成 (1)  

12. 質問票、アンケートの作成 (2)  

13. 質問票、アンケートの作成 (3)  

14. まとめ 

 

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

各自がもっとも馴染みのある地域を選び，その地域では，何が観光資源になり得るのか，下調べをしておいて下さい。  

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

ゼミでの発表、ディスカッションへの参加(50%)/個別調査、プロジェクトへの貢献度(50%) 
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テキスト＇Textbooks（ 

授業内容に合わせて適宜配布します。 

 

参考文献＇Readings（ 

 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 
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■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（ 
豊田 三佳(TOYOTA MIKA) 

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（ 

地域を活性化させる手段として観光はどのような役割を果たし得るのだろうか？ 地域社会を真の意味で「豊か」にする観光開発

とは何か？を課題に，地域づくりに貢献する観光のあり方を考察します。 

ゼミでは個人発表や，グループワーク，五感をフル稼働させたフィールド調査，ディスカッション，成果の発信の实践を通して，各

自の問題意識を育て，自分の言葉で表現できる能力を高めることを目指します。 

 

What role can tourism play as a means of regional revitalization? What types of tourism development may truly enrich the local 

community? We will consider ways in which tourism can contribute to regional development. In this seminar series, we will aim to 

raise students‟ awareness of arrange of critical issues, and improve their ability of verbal, in-depth communication, through the 

practice of individual presentations, group work, field surveys, discussion and written assignments. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

第１段階: 各自の関心や興味を見出し，掘り下げる 

各自がもっとも馴染みのある地域を選び，その地域では，何が観光資源になり得るのか，地域の資源(自然，衣・食・住にまつわ

る生活文化，歴史遺産など)を考察し，その中から観光資源を選択し，なぜ自分はそれを，その地域の観光資源として取り上げる

のかについて，発表する。 

第２段階: 観光開発による，利点と弊害について検討 

日本国内において，過疎地域，あるいは離島における实践や实例を比較，検討する中で，観光が地域づくりにどのような役割を

果たしているのかを分析する。 

第３段階: フィールドワーク实施に向けての事前調査 

質問票，アンケートの作成 

 

Students are encouraged to organize their study along three stages. First, students are encouraged to identify their interests and 

explore relevant themes. Each student will choose a particular tourist place, and identify tourist resources there (e.g. cultural 

scenes, natural landscape, food, life-style and historical heritage etc.), and explain why these places have chosen these resources 

as highlights. At the second stage, students will examine the advantages and disadvantages of tourist developments in these 

places. We will analyze the roles that tourism plays in regional development, particularly in sparsely populated areas and remote 

islands in Japan. Finally, at the third stage, students will design survey questionnaires and plan how fieldwork will be implemented. 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. オリエンテーション 

2. 各自の関心や興味を見出し、掘り下げる(1) 

3. 各自の関心や興味を見出し、掘り下げる(2) 

4. 各自の関心や興味を見出し、掘り下げる(3) 

5. 観光開発による、利点と弊害について検討 (1) 

6. 観光開発による、利点と弊害について検討 (2) 

7. 観光開発による、利点と弊害について検討 (3) 

8. フィールドワーク实施に向けての事前調査 (1) 

9. フィールドワーク实施に向けての事前調査 (2) 

10. フィールドワーク实施に向けての事前調査 (3) 

11. 質問票、アンケートの作成 (1) 

12. 質問票、アンケートの作成 (2) 

13. 質問票、アンケートの作成 (3) 

14. まとめ 

 

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

各自がもっとも馴染みのある地域を選び，その地域では，何が観光資源になり得るのか，下調べをしておいて下さい。 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

ゼミでの発表，ディスカッションへの参加(50%)/個別の調査，プロジェクトへの取り組み(50%) 
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テキスト＇Textbooks（ 

なし 

 

参考文献＇Readings（ 

 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

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。 

 

We will analyze tourism phenomena from references in literature. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

1890 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． 

 

We will consider how various tourist phenomena pervade everyday life and form "unconsciously", affecting our thoughts and 

emotions, through reading and discussing literature - primarily Japanese novels written after the 1890s. 

 

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为的に行い，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、小説に登場するリゾート地を为要テーマとして設定する。演習の進め方については、受講者と相談して決定する。 

 

注意事項＇Notice（ 
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■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。 

 

We will analyze tourism phenomena from references in literature. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

1890 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． 

 

We will consider how various tourist phenomena pervade everyday life and form "unconsciously", affecting our thoughts and 

emotions, through reading and discussing literature - primarily Japanese novels written after the 1890s. 

 

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为的に行い，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、小説に登場するリゾート地を为要テーマとして設定する。演習の進め方については、受講者と相談して決定する。 

 

注意事項＇Notice（ 
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■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) 

テーマ／サブタイトル等 

＇Theme / Subtitle（ 
観光地理学演習 

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，为題と研究対象地域を選定するとともに，研究方法を明瞭にで

きるようにする。 

 

Developing the results of (2nd year) seminars, each student will select a theme and study area for the production of individual 

research, while becoming able to elucidate their research methods. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

文献の読解と紹介，統計資料の収集と図表化，地域調査のまとめ方など，地理学の分析・研究方法を習得し，各自が個別課題

の为題と研究対象地域を確定できるよう発表と討論を行う。 

 

Students will learn how to analyze and research geography, by reading and collecting documents such as statistical data charts, 

regional surveys and so on, so that each individual can present a research topic of their choice and present for discussion. 

 

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（ 

授業への参加度と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) 

テーマ／サブタイトル等 

＇Theme / Subtitle（ 
観光地理学演習 

担当者名 

＇Instructor（ 
丸山 宗志(MARUYAMA MOTOSHI) 

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。 

 

Developing the results of Seminar (3rd year) A, promoting the investigation of each subject individually, and summarizing the 

results of the overseas field surveys. 

 

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。 

 

Making use of what they have learned, students will analyze and research geography, by reading and collecting documents such as 

statistical data charts, regional surveys and so on, so that each individual can present a research topic of their choice and present 

for discussion. 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. 演習の進め方 

―個別課題の設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实習 

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（ 

文化人類学・民俗学的な視点や方法論にもとづくフィールドワーク＇FW（に实習として従事し、その成果をエスノグラフィー＇民族誌（

として表現します。 

 

Engaging in fieldwork based on cultural anthropology and folklore perspectives and methodologies, the class aims to express the 

results as ethnography. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

本科目はいわゆる社会調査实習です。プロの人類学者が行う FWの基本形を 10日間ほどの短い現地調査を通じて「体験」します

が、かといって取り組む姿勢や現地への向き合い方においては真剣であることが求められます。調査で出会うインフォーマントは

事前に大学で用意した協力者ではなく、受講者自らが調査計画を立て、地域に入って人を見つけ、アポを取り、意思を疎通してい

くことで関係が生まれていきます。インフォーマントの時間を割いてもらうばかりか、これまで生活を共にしてきたわけではない他

者の生＇Life/Bio（に時に踏み込むことにもなる人類学的 FW では、自分はなぜ・何のために調査をするのか常に真剣に考える必

要に迫られますし、そのような内省的かつ知的な格闘を経ることによって、予めパッケージとして用意された学習プログラムや旅

行とは全く異なる世界が開かれるはずです。演習 A ではそのための調査計画を立案したり、FW の方法論を学び、調査地・テーマ

に関する事前学習を行います。 

 

This discipline is the so-called social research training. In order to “experience” the basic form of fieldwork conducted by 

professional anthropologists in a short, 10 day on-site survey, it is necessary to approach with a serious attitude and manner of 

facing the location. Respondents met while conducting the surveys should not be collaborators known previously at the university, 

but students should devise a survey plan, go into the areas, find people, make appointments and build relationships. 

Anthropological fieldwork not only allows respondents to spend time, but also on occasion to go into the lives of others who have 

not lived together before (Life / Bio), and this is why it is necessary to think seriously about what is to be investigated. Through 

such introspection and intellectual struggle, a world completely different from pre-packaged learning programs is opened-up. In 

Seminar A, a study plan for this purpose will be devised, and the study methods for the fieldwork will be conducted, along with 

advance study of the location and subject. 

 

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. フィールドワークの目的と方法 

4. フィールドワークの目的と方法 

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（ 

本年度の社会調査实習は「イメージ」や「映像」による表現を取り込みます。履修にあたっては「交流文化フィールドワーク論」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。 
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成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

フィールドワークへの参加状況(50%)/事前学習への参加状況(50%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

なし 

 

参考文献＇Readings（ 

 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

社会調査实習は調査計画の立案、調査地との折衝、旅程の手配を含めて受講生の为体的な实践や共同作業により遂行されま

す。そのため意欲的な関わりが見られなかったり、欠席が目立ったりする受講生には中途であっても受講を停止する場合があり

ます。 

 

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实習 

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（ 

文化人類学・民俗学的な視点や方法論にもとづくフィールドワーク＇FW（に实習として従事し、その成果をエスノグラフィー＇民族誌（

として表現します。  

 

Engaging in fieldwork based on cultural anthropology and folklore perspectives and methodologies, the class aims to express the 

results as ethnography. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

本科目は社会調査实習の成果をまとめるもので、演習 A で行った FW のデータをもとに、報告書の執筆を行うことがゴールとなり

ます。通常FWの報告書は民族誌と呼ばれます。観察やインタビューのディテールに拘りながらも、ミクロな事例の中に自ら設定し

たある程度の大きな为題＇テーマ（を見つけ出し、論じるに値するテーマとしてブラッシュアップさせながら考察を深めます。書くと

いう行為は単なる記録や整理ではなく、このように FWや自分のこれまでの学びの小さな断片の群れの中から、自分自身にとって

も未知の問いや答えを探り出していくような探求活動です。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は、学生が初めて自分自身のオリジナルな調査計画を实行し

成果を表現するという、創造的な営みへの第一歩でもあります。 

 

The objective of this course is to summarize the results of the Practice in Social Research, and write reports based on the data of 

the fieldwork conducted in Seminar A. The fieldwork report is usually called ethnography. Based on the details of observations and 

interviews, students will find a specific overall theme established from the mini case-study, and deepen the discussion while 

brushing-up as a theme worth discussing. The act of writing is not just recording and organizing, but is an exploratory activity that 

seeks out questions and answer that are unknown to oneself, from small fragments of fieldwork and one‟s own previous learning. A 

series of tasks such as data arrangement, concept presentation and report writing, receiving instructor‟s reviews and revisions, 

proofreading, DTP, and submitting reports on the survey location, with students conducting their own research for the first time, 

also being the first step to the creative action of implementing and expressing results. 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. フィールドワークの回想と整理 

2. エスノグラフィーとは何か＇1（ 

3. エスノグラフィーとは何か＇2（ 

4. エスノグラフィーとは何か＇3（ 

5. ゼミ生による調査報告 

6. ゼミ生による調査報告 

7. ゼミ生による調査報告 

8. ゼミ生による調査報告 

9. ゼミ生による調査報告 

10. ゼミ生による調査報告 

11. 報告書の校正・編集作業 

12. 報告書の校正・編集作業 

13. 報告書の校正・編集作業 

14. 報告書の発送作業 

 

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

授業では为に報告書のテーマや構成を報告し、それについての議論を行います。实際の執筆や改稿の作業自体は書く授業時間

外に執り行うことになります。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（を行う必要がありま

す。 

 

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%) 
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テキスト＇Textbooks（ 

なし 

 

参考文献＇Readings（ 

 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

社会調査实習は受講生の为体的な实践や共同作業により遂行されます。そのため意欲的な関わりが見られなかったり、欠席が

目立ったりする受講生には中途であっても受講を停止する場合があります。 

 

注意事項＇Notice（ 
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■HB645 

科目コード／科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

その他／演習＇３年（Ａ 

(Seminar (3rd year)A) 

担当者名 

＇Instructor（ 
葛野 浩昭(KUZUNO HIROAKI) 

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・社会の変化・交流・創造現象に関する实証的・实践的学習・研究を目指したゼミ形式の授業です。 

 

A seminar format class aimed at empirical and practical learning and research on cultural and social change, exchange and the 

phenomena of creation. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

(1)インタビュー調査实習，(2)4 年ゼミ为催のトーヴェ・ヤンソン展示会への協力を通して，調査研究能力を实践的に身につけるこ

とと文化の発信力を磨くこととを目指します｡ また，(3)秋学期で实践するフィールドワーク实習の方法論について具体的に想像す

ることも目指します｡(1)と(2)は並行して進めるため，下記の授業計画は(1)(2)の作業の概要をそれぞれ整理して記したもので，時

間的系列にはなっていません。 

 

(1) Interview research and practice, (2) 4th year seminar held in conjunction with the Tove Jansson exhibition, to acquire practical 

research skills, with the aim of improving students‟ abilities to disseminate culture. In addition, (3) we aim to concretely envisage 

the methodology of fieldwork training practiced in the fall semester. We will proceed with (1) and (2) at the same time. The syllabus 

featured below is a list of the processes of (1) and (2) in random order. 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. 3 年次ゼミ活動の計画・相談。 

2. (1)-1：インタビュー調査のテーマ・対象の検討・決定｡ 

3. (1)-2：調査対象に関する資料の整理・確認｡ 

4. (1)-3：質問内容の検討：共通質問と個別質問｡ 

5. (1)-4：依頼状の検討・作成・送付｡ 

6. (1)-5：インタビュー・シートの作成｡インタビュー・シートに基づいた模擬インタビュー｡ 

7. (1)-6：インタビュー調査や現場見学｡ 

8. (1)-7：インタビュー録音テキストの作成｡ 

9. (1)-8：インタビュー記録の整理と考察｡ 

10. (2)-1：トーヴェ・ヤンソン展示会へ向けて，新たな構想づくりと作業行程の検討＇2018 年度の新座図書館特別展示会を参考

に（。 

11. (2)-2：トーヴェ・ヤンソン展示会へ向けて，3 年ゼミが担当する展示部分に関する検討・決定。 

12. (2)-3：トーヴェ・ヤンソン展示会へ向けて，展示の制作・設営作業。 

13. (3)-1：秋学期のフィールドワーク实習へ向けて意見交換｡ 

14. (3)-2：秋学期のフィールドワーク实習へ向けて計画を立案・検討。 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（ 

(1)インタビュー調査实習も(2)トーヴェ・ヤンソン展示会も，作業の多くは授業時間内に教审での作業として完結するものではなく，

むしろ授業時間外にも，そして学外でも，継続的あるいは集中的に展開します。 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

ゼミ活動への参加＇授業への出席（(30%)/インタビュー調査实習への取り組み(40%)/トーヴェ・ヤンソン展示会への取り組み(30%) 

 

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 

随時，資料を配付します｡ 

 

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

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

社会調査实習 (フィールドワーク实習)とその成果の発信とを通して，調査研究能力を实践的に身につけることを目指します｡ ま

た同時に，次年度 4 年ゼミで各人が实践する卒業論文・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｡ 

 

Through practical research on social research practice (fieldwork training), and its results, we aim to acquire practical research 

skills. In addition, at the same time, we aim to specifically imagine and explore the themes and methodologies of graduation thesis, 

and seminar thesis research that each student will practice in the following 4th year seminars. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

｢都市(近郊)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やその発信に関する文化人類学的

研究｣といったテーマで，フィールドワーク实習を行うことを考えています｡ 

 

We are planning to conduct fieldwork practice under the theme of “Cultural Anthropological research on city (suburban) ritual 

events”, and “Cultural anthropological research on community formation and dissemination in city (suburbs)”. 

 

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 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 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 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 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，5～10 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. 報告書の印刷・製本｡ 

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，授業時間内に教审での作

業として完結するものでなく，むしろ授業時間外にも (秋休み・冬休み中も含めて) ，そして学外でも継続的あるいは集中的に展

開します｡ 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

ゼミでの議論(50%)/学外での調査活動(50%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

随時，資料を配付します｡ 

 

参考文献＇Readings（ 

1. 菅原和孝、2006 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)（ 
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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。 

 

Conducting research from the perspective of tourism sociology. 

 

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。 

 

To deepen understanding of the theory and concepts of tourism sociology based on reading documents and on discussions. In 

addition, students will write research papers based on field surveys. 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. ガイダンス 

2. フィールド調査 

3. 文献講読および研究発表 

4. 文献講読および研究発表 

5. 文献講読および研究発表 

6. 文献講読および研究発表 

7. 文献講読および研究発表 

8. フィールド調査 

9. 文献講読および研究発表 

10. 文献講読および研究発表 

11. 文献講読および研究発表 

12. 文献講読および研究発表 

13. 文献講読および研究発表 

14. 総括 

 

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

授業時間外の学習が前提となる。 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

最終レポート(Final Report)(40%)/授業への参加度(60%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

1. ジョン・アーリ、2003、『場所を消費する』、法政大学出版局 (ISBN:4588007696) 

 

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。 

 

Conducting research from the perspective of tourism sociology. 

 

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。 

 

To deepen understanding of the theory and concepts of tourism sociology based on reading documents and on discussions. In 

addition, students will write research papers based on field surveys. 

 

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。 

 

The purpose of this seminar is to cultivate perspectives based on sociology and cultural anthropology from which to analyze 

tourism phenomena in terms of “culture”. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

２年次の演習で習得した基礎に立って，「文化」と観光の関係をより専門的に検討するため，より具体的な課題に絞り込んだ調査

研究を共同で实施する。 

 

Based on the foundation acquired in the 2nd year seminars, we will jointly conduct research focused on specific issues, in order to 

examine the relationship between culture and tourism in a more specialized manner. 

 

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。 

 

The purpose of this seminar is to cultivate perspectives based on sociology and cultural anthropology from which to analyze 

tourism phenomena in terms of “culture”. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

２年次の演習で習得した基礎に立って，「文化」と観光の関係をより専門的に検討するため，より具体的な課題に絞り込んだ調査

研究を共同で实施する。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。 

 

Based on the foundation acquired in the 2nd year seminars, we will jointly conduct research focused on specific issues, in order to 

examine the relationship between culture and tourism in a more specialized manner. Based on the results of seminar (3rd year) A, 

we will examine the findings, and these will be developed on a deeper level. 

 

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。 

 

We will study the diversity of regional nature and culture, regional differences, and the unique characteristics of an area, while 

acquiring field survey skills. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

研究テーマの設定から調査の企画，報告書の作成に至るまで，学生が自为的・为体的に行いながら，地域調査の全過程を体験

的に学習する。具体的な社会現象を研究対象として，立地や地域形成，地域変容，観光圏と観光行動，実層と集実圏などを考え

ていく。春学期は，夏休みに实施する海外フィールドワークを念頭において以下の授業計画を实行する。 

 

Students will independently conduct research on topics chosen themselves, as well as planning and producing reports, while 

empirically studying the overall process of field research. We will consider the location and regional make-up, along with regional 

transformation, tourism area and activities, visitor profiles and area, with specific social phenomena as the object of research. In 

the spring semester, we will commence the following lesson plans looking towards overseas fieldwork in the summer. 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. テーマ設定 

2. 調査企画 

3. 仮説立案 

4. 文献講読 1 

5. 文献講読 2 

6. 調査項目の設定 

7. 調査票の作成 1 

8. 調査票の作成 2 

9. サンプリングと調査票の修正 

10. 図表・地図作成スキルの修得 

11. 図表・地図作成スキルの修得 

12. フィールドワークの实践 1 

13. フィールドワークの实践 2 

14. フィールドワークの实践 3 

 

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

下記の参考文献『地域調査ことはじめ』＇ナカニシヤ出版（を読んでおくこと。 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

課題の達成度(50%)/ゼミへの貢献度(50%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

なし 

 

参考文献＇Readings（ 

1. 梶田真ほか、2007、『地域調査ことはじめ』、ナカニシヤ出版 (ISBN:978-4-7795-0132-6) 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 
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■HB654 

科目コード／科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

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。 

 

We will study the diversity of regional nature and culture, regional differences, and the unique characteristics of an area, while 

acquiring field survey skills. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

研究テーマの設定から調査の企画，報告書の作成に至るまで，学生が自为的・为体的に行いながら，地域調査の全過程を体験

的に学習する。具体的な社会現象を研究対象として，立地や地域形成，地域変容，観光圏と観光行動，実層と集実圏などを考え

ていく。後期は，夏休みに实施したフィールドワークに基づいて以下を实施する。 

 

Students will independently conduct research on topics chosen themselves, as well as planning and producing reports, while 

empirically studying the overall process of field research. We will consider the location and regional make-up, along with regional 

transformation, tourism area and activities, visitor profiles and area, with specific social phenomena as the object of research. The 

second half will cover the following: 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. 収集資料の整理 

2. 収集資料の分析 

3. 収集資料の分析 

4. 仮説の再検証 

5. 分析結果の図表化１ 

6. 分析結果の図表化２ 

7. 分析結果の地図化１ 

8. 分析結果の地図化２ 

9. 補足調査 

10. 調査結果の考察 

11. 論文の執筆 

12. 論文の添削 

13. 論文の校正 

14. 最終発表 

 

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

授業時間外に, グループのメンバー同士で討論を交わして, 研究方法から資料収集と分析, 配付資料とスライド作成, プレゼン

技術, 論文執筆にいたるまで, 自分たちの型を見出しつつ实行する｡  学期末には, 論文を執筆し, 論文集を出版する。 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

発表とディスカッション(30%)/現地調査(30%)/論文の内容(40%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

なし 

 

参考文献＇Readings（ 

梶田真ほか『地域調査ことはじめｰあるく・みる・かく』＇ナカニシヤ出版（ 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 
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■HB657 

科目コード／科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

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（ 
羽生 敤子(HANYU ATSUKO) 

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、解決方法についてさらに洗練できるように技術面を含

めスキルアップする。 

 

The third year seminars will focus on each student‟s chosen theme, improving skills including technical elements, so that the 

solutions to problems encountered so far can be further refined. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

個々人が文学散歩について理解を深めるために、関連研究を参考に文献を読み進める。一方で、作家を巡る散策、あるいは作

品＇作中人物（を投影した散策＇フィールドワーク（を实施し、各々のテーマを決定し報告する。 

 

In order to deepen understanding of literary walks, individuals should read the literature with reference to relevant research. 

Conversely, a walk (fieldwork) around the setting (of literary characters), or where the writer walked can be emulated, with each 

chosen theme reported on. 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. オリエンテーション： 

1)これから講読する作品と作家について 2)作品の描かれる場所について等 

2. 講読・討論 

前田愛『幻影の街』 

3. 講読・討論 

前田愛『幻影の街』 

4. 講読・討論 

＇予定（明治時代の作品＇森鴎外（と東京 

5. 講読・討論 

＇予定（明治時代の作品＇森鴎外（と東京 

6. 講読・テーマ報告 

＇予定（明治時代の作品＇樋口一葉（と東京 

7. 講読・テーマ報告 

＇予定（明治時代の作品＇樋口一葉（と東京 

8. 講読・テーマ報告 

＇予定（明治時代の作品＇夏目漱石（と東京 

9. 講読・テーマ報告 

＇予定（明治時代の作品＇夏目漱石（と東京 

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. テーマ報告・討論 

14. 総括 

 

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

各人の関心に従って 4 年次の卒業論文につながるテーマを確定できるよう、積極的に資料収集を心掛けること。討論に参加でき

るように講読作業は必ず事前に行うこと。 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

出席及び参加状況(100%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 
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1. 前田愛、2006、『幻影の街』、岩波書店 

授業中に適宜指示する。 

 

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 名作の中の女たち』、岩波書店 

3. 野口 碩、2004、『樋口一葉と歩く明治・東京』、小学館 (ISBN:4093431876) 

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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■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（ 
羽生 敤子(HANYU ATSUKO) 

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、解決能力を向上させる。また、卒論に向けて更なるスキル向上

のための指導を行う。 

 

Thereby improving the ability to solve problems encountered in relation to each theme chosen in learning so far. This can also 

inform the further development of skills for one‟s graduation thesis. 

 

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。女性作家の旅を中心に精読する。イザベラ・バードの日本

旅行、林芙美子の海外旅行記を予定している。また各自がこれまでの講読やフィールドワークから決定したテーマについてその

報告を行う。 

 

Continuing the focus on literary walks taking content tourism as our theme. With close reading of journeys undertaken by women 

writers. We plan to cover the travel diaries of Isabella Bird‟s Japan trip, and Fumiko Hayashi‟s international travels. In addition, 

reports will be given on the topics chosen in everyone‟s previous reading and fieldwork. 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. オリエンテーション： 

1)「女性の旅」と文学散歩 2)文学散歩からみる異文化交流 

2. 夏季休暇中の合宿報告会 

3. 講読基礎講義・報告研究論(1) 

4. 講読基礎講義・報告研究論(2) 

5. 個人テーマ報告・購読 

講読：林夫美子の旅 

6. 個人テーマ報告・購読 

講読：林夫美子の旅 

7. 個人テーマ報告・購読 

講読：林夫美子の旅 

8. 個人テーマ報告・購読 

講読：イザベラ・バードの旅 

9. 個人テーマ報告・購読 

講読：イザベラ・バードの旅 

10. 個人テーマ報告・購読 

講読：イザベラ・バードの旅 

11. 講読テーマ討論 

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（ 

各人の関心に従って 4 年次の卒業論文につながるテーマを確定できるよう、積極的に資料収集を心掛けること。プレゼン・レポー

ト作成などで問題意識を高めること。討論に参加できるように講読作業は必ず事前に行うこと。 

 

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、『幻影の街』、岩波書店 
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参考文献＇Readings（ 

1. 前田愛、1992、『都市空間の中の文学』、岩波/kindle 

2. 前田・瀬戸内、2013、『対談紀行 名作の中の女たち』、岩波書店 

3. 高橋健吉、2000、『イザベラ・バード 日本奥地紀行』、平凡社 

4. 金沢正修、2009、『イザベラ・バード『日本奥地紀行』を歩く』、ジェイティビィパブリッシング 

5. 宮本常一、2014、『イザベラ・バードの旅』、講談社 

6. 立松和平、2003、『林芙美子紀行集 下駄で歩いた巴里』、岩波書店 

授業中に適宜提示する。 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

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（ 
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（ 
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，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。  

 

Built on the courses provided in the second year, in this seminar we will conduct fieldwork on the role of tourism in revitalizing a 

local community. We aim to improve your awareness of current issues that facing farming and mountain villages in Japan. We will 

introduce emerging dynamics in regional development through tourism. The seminar also aims to improve your ability in discuss 

these issues in English. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

「持続可能な」観光を手段とした地域おこしを实践するにあたって，現場ではどのような困難に打ち当たり，克朋しなければならな

いのでしょうか？異なる地域特有の問題点を理解し，それぞれの現場で地域づくりの過程に地元の住民がいかに为体的に参加

し，「持続可能な」観光開発に結び付けていくことができるかを考えます。  

 

What challenges do we encounter in field research on community development and “sustainable tourism”? How can we overcome 

them? We will seek to understand different issues that different regions face, and consider how local residents can proactively 

participate in the process of local development initiatives in relation to “sustainable tourism”. 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. オリエンテーション  

2. 調査テーマの具体化 

3. 調査テーマの具体化 

4. 調査地および調査为題に関わる先行研究の整理  

5. 調査地および調査为題に関わる先行研究の整理  

6. 調査地の決定と調査依頼  

7. 調査内容の絞り込み  

8. 調査内容の絞り込み  

9. アンケート、調査票の作成  

10. アンケート、調査票の作成  

11. 調査スケジュールの確定、発表  

12. 調査スケジュールの確定、発表  

13. 補充調査  

14. 補充調査  

 

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

現地調査では，コミュニティーツーリズムの事例としての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（ 

個別の調査内容に合わせて、適宜紹介・配布します。 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 
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注意事項＇Notice（ 
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■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（ 
豊田 三佳(TOYOTA MIKA) 

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，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。 

 

Built on the courses provided in the second year, in this seminar we will conduct fieldwork on the role of tourism in revitalizing a 

local community. We aim to improve your awareness of current issues that facing farming and mountain villages in Japan. We will 

introduce emerging dynamics in regional development through tourism. The seminar also aims to improve your ability in discuss 

these issues in English. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

「持続可能な」観光を手段とした地域おこしを实践するにあたって，現場ではどのような困難に打ち当たり，克朋しなければならな

いのでしょうか？異なる地域特有の問題点を理解し，それぞれの現場で地域づくりの過程に地元の住民がいかに为体的に参加

し，「持続可能な」観光開発に結び付けていくことができるかを考えます。 

 

What challenges do we encounter in field research on community development and “sustainable tourism”? How can we overcome 

them? We will seek to understand different issues that different regions face, and consider how local residents can proactively 

participate in the process of local development initiatives in relation to “sustainable tourism”. 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. オリエンテーション 

2. 調査テーマの具体化 

3. 調査テーマの具体化 

4. 調査地および調査为題に関わる先行研究の整理 

5. 調査地および調査为題に関わる先行研究の整理 

6. 調査地の決定と調査依頼 

7. 調査内容の絞り込み 

8. 調査内容の絞り込み 

9. アンケート、調査票の作成 

10. アンケート、調査票の作成 

11. 調査スケジュールの確定、発表 

12. 調査スケジュールの確定、発表 

13. 補充調査 

14. 補充調査 

 

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

現地調査では，コミュニティーツーリズムの事例としての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)（ 
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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、歴史学の視点から観光を読み解く。 

 

Based on the results of the (second year) seminars, we will interpret tourism from a historical perspective at a higher level. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

履修者が選択したテーマ (ただし観光と歴史の関係に着目したものに限る) にもとづき、文献講読、史料収集、現地調査などを

实施する。 

 

Document reading, collection of historical materials, and field surveys and so on will be conducted according to the theme chosen 

by the student (limited to those focusing on the relationship between tourism and history). 

 

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。 

関連する先行研究を積極的に読む。 

関連する史料を積極的に収集する。 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

演習への取り組み(100%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

なし 

 

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（ 

 

 

  



 - 642 - 

■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、歴史学の視点から観光を読み解く。 

 

Based on the results of the (second year) seminars, we will interpret tourism from a historical perspective at a higher level. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

履修者が選択したテーマ (ただし観光と歴史の関係に着目したものに限る) にもとづいて研究、調査を行い、成果報告書を作成

し、報告会で発表する。 

 

Research and surveys will be conducted, based on the themes chosen by students (limited to those focusing on the relationship 

between tourism and history), with results presented in both a written report and orally. 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. イントロダクション 

2. 報告書執筆 

3. 報告書執筆 

4. 報告書執筆 

5. 報告書執筆 

6. 報告書執筆 

7. 報告書執筆 

8. 報告書執筆 

9. 報告書執筆 

10. 報告書執筆 

11. 報告書執筆 

12. 報告書執筆 

13. 報告会の实施 

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。 

関連する先行研究を積極的に読む。 

関連する史料を積極的に収集する。 

報告書を作成する。 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

演習への取り組み(100%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

なし 

 

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。 

 

We will analyze tourism phenomena from references in literature. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

1890 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． 

 

We will consider how various tourist phenomena pervade everyday life and form "unconsciously", affecting our thoughts and 

emotions, through reading and discussing literature - primarily Japanese novels written after the 1890s. 

 

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为的に行い，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、小説に登場するリゾート地を为要テーマとして設定する。演習の進め方については、受講者と相談して決定する。 

 

注意事項＇Notice（ 
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■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。 

 

We will analyze tourism phenomena from references in literature. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

1890 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． 

 

We will consider how various tourist phenomena pervade everyday life and form "unconsciously", affecting our thoughts and 

emotions, through reading and discussing literature - primarily Japanese novels written after the 1890s. 

 

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为的に行い，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、小説に登場するリゾート地を为要テーマとして設定する。演習の進め方については、受講者と相談して決定する。 

 

注意事項＇Notice（ 

 

 

  



 - 645 - 

■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) 

テーマ／サブタイトル等 

＇Theme / Subtitle（ 
観光地理学演習 

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，調査の進行状況に関する報告，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。 

 

As a culmination to the seminars, students will be able to deepen their findings in their individual subjects through the introduction 

of prior research and areas of study, reports on the progress of surveys and general discussions. 

 

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作成に結びつけられるようにする。履修者は研究課題と研究対象地域，関連文献，現地調査の結果を交

えて口頭発表を行い，その内容に関して全体で討論する。また，履修者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。 

 

Based on periodical research presentations and overall discussions concerning the geography of tourism, we will advance the 

organization of previous research, field surveys, and the preparation of survey reports, so that the process can be linked to the 

production of individual subjects. Students will give oral presentations on their research subjects and regions, related literature, 

the results of field surveys, and discuss the contents in general. In addition, students can plan their own field trips so that they can 

share related geographical information through discussions on the sites. 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. 演習の進め方 

2. 論文紹介１ 

3. 論文紹介２ 

4. 論文紹介３ 

5. 論文紹介４ 

6. 論文紹介５ 

7. 個別課題のフィールド案内＇首都圏（１ 

8. 研究課題と研究方法の検討１ 

9. 研究課題と研究方法の検討２ 

10. 研究課題と研究方法の検討３ 

11. 研究課題と研究方法の検討４ 

12. 研究課題と研究方法の検討５ 

13. 個別課題のフィールド案内＇首都圏（２ 

14. 個別課題のフィールド案内＇首都圏（３ 

 

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

夏季休暇中に個別課題のフィールド案内＇日帰り圏外（を实施する。 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

課題に対する取り組み方(100%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

演習時に指示する。 

 

参考文献＇Readings（ 

演習時に紹介する。 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 
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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) 

テーマ／サブタイトル等 

＇Theme / Subtitle（ 
観光地理学演習 

担当者名 

＇Instructor（ 
丸山 宗志(MARUYAMA MOTOSHI) 

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，調査の進行状況に関する報告，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。 

 

As a culmination to the seminars, students will be able to deepen their findings in their individual subjects through the introduction 

of prior research and areas of study, reports on the progress of surveys and general discussions. 

 

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作成に結びつけられるようにする。履修者は研究課題と研究対象地域，関連文献，現地調査の結果を交

えて口頭発表を行い，その内容に関して全体で討論する。また，履修者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。 

 

Based on periodical research presentations and overall discussions concerning the geography of tourism, we will advance the 

organization of previous research, field surveys, and the preparation of survey reports, so that the process can be linked to the 

production of individual subjects. Students will give oral presentations on their research subjects and regions, related literature, 

the results of field surveys, and discuss the contents in general. In addition, students can plan their own field trips so that they can 

share related geographical information through discussions on the sites. 

 

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)（ 
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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。 

 

Based on perspectives from cultural anthropology and folklore, we will study specific phenomena in modern society, with the aim 

of utilizing the results of past learning in the College of Tourism seminars in your own research. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

前年度までに受講生が陶冶してきた学術的関心に沿い、各個人の研究発表＇文献調査やフィールドワークの成果，および論文・

レポートの進捗状況（と議論を軸として進められる。指導は担当者の専門分野である文化人類学および現代民俗学の視点から

行うが、受講生の選択する为題は原則限定しない。また必要に忚じて研究成果をまとめる手法に関する講義も行う。 

 

Along with the academic interests that students will have cultivated in the previous year, each individual‟s research presentation 

(the results of literary research, fieldwork, and progress of papers and reports) will be forwarded in discussions. Teaching is 

delivered from the perspective of cultural anthropology and contemporary folklore, which are specialist fields of the instructor, but 

in principle the subjects students may select are not limited. In addition, lectures will be given on methods for compiling research 

results as required. 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. 講義：研究成果をまとめるとはどういうことか 

2. 講義：研究計画策定から論文執筆に至る過程 

3. 受講生による研究計画策定 

4. 受講生による研究計画策定 

5. 受講生による研究計画策定 

6. 受講生による研究計画策定 

7. 受講生による研究計画策定 

8. 受講生による先行研究レビュー 

9. 受講生による先行研究レビュー 

10. 受講生による先行研究レビュー 

11. 受講生による先行研究レビュー 

12. 受講生による先行研究レビュー 

13. 講義：卒業論文のための調査方法論 

14. 講義：卒業論文のための調査方法論 

 

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

研究成果を形にすることを目指すため、原則として「卒業論文」の同時履修を演習参加の条件とします。 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

報告等、演習への参加状況(100%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

なし 

 

参考文献＇Readings（ 

1. 戸田山 和久、2012、『新版 論文の教审―レポートから卒論まで』、NHK 出版 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

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。 

 

Based on perspectives from cultural anthropology and folklore, we will study specific phenomena in modern society, with the aim 

of utilizing the results of past learning in the College of Tourism seminars in your own research. 

 

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。 

 

Based on their research and survey plans crated in Seminar A, the class will mainly focus on students‟ research presentations 

(results of fieldworks and progress of paper) and discussions. Seminar B is not intended for the purpose of graduation thesis 

guidance itself, but does aim to contribute toward writing of the thesis. In the second half in particular, we will adopt the so-called 

"writing-up seminar” format, whereby the author reads out the manuscript in progress, which then forms the basis of a discussion. 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. 講義：なぜ「書く」のか 

2. 夏休み中の成果報告と研究計画の再構成 

3. 夏休み中の成果報告と研究計画の再構成 

4. 夏休み中の成果報告と研究計画の再構成 

5. 受講生による論文草稿の読み上げと議論 

6. 受講生による論文草稿の読み上げと議論 

7. 受講生による論文草稿の読み上げと議論 

8. 受講生による論文草稿の読み上げと議論 

9. 受講生による論文草稿の読み上げと議論 

10. 受講生による論文草稿の読み上げと議論 

11. 受講生による論文草稿の読み上げと議論 

12. 受講生による論文草稿の読み上げと議論 

13. 受講生による論文草稿の読み上げと議論 

14. 受講生による論文草稿の読み上げと議論 

 

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

研究成果を形にすることを目指すため、原則として「卒業論文」の同時履修を演習参加の条件とします。 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

報告等、演習への参加状況(100%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

なし 

 

参考文献＇Readings（ 

1. 戸田山 和久、2012、『新版 論文の教审―レポートから卒論まで』、NHK 出版 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

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（ 
葛野 浩昭(KUZUNO HIROAKI) 

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・社会の変化・交流・創造現象に関する实証的・实践的学習・研究を目指したゼミ形式の授業です。 

 

A seminar format class aimed at empirical and practical learning and research on cultural and social change, exchange and the 

phenomena of creation. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

4 年ゼミでは，(1)3 年次に行ったインタビュー調査实習の整理，(2)トーヴェ・ヤンソン展示会の開催，(3)卒業論文やゼミ論文へ向

けての研究，の 3 つの作業を並行して進めます。したがって，下記の授業計画は(1)(2)(3)の作業の概要をそれぞれ整理して記し

たもので，時間的系列にはなっていません。 

 

The 4th year seminars consist of 3 tasks running in parallel: (1) Organizing interview survey methods conducted in the 3rd year, (2) 

Holding the Tove Jansson exhibition, (3) Research for graduation thesis and seminar thesis. The syllabus featured below is a list of 

the processes of (1) (2) and (3) in random order. 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. 4 年次ゼミ活動の計画・相談。 

2. (1)-1：インタビュー調査实習の録音の文字起こし。 

3. (1)-2：インタビュー調査实習の記録の整理。 

4. (1)-3：インタビュー調査实習の記録集の編集・製本。 

5. (1)-4：インタビュー調査实習の考察と議論。 

6. (2)-1：トーヴェ・ヤンソン展示会へ向けて，新たな構想づくりと作業行程の検討＇2018 年度の新座図書館特別展示会を参考

に（。 

7. (2)-2：トーヴェ・ヤンソン展示会へ向けて，会場外側パネル展示と会場での現物展示の内容に関する検討・決定＇3・2年ゼミ

との作業分担の調整を含む（。 

8. (2)-3：トーヴェ・ヤンソン展示会へ向けて，掲示パネルや展示ケース，書棚，机・椅子等，備品等の検討と調達の手配。 

9. (2)-4：トーヴェ・ヤンソン展示会へ向けて，ポスターやパンフレットの検討と制作。 

10. (3)-1：卒業論文やゼミ論文の研究へ向けて，学術的な研究とは，卒業論文・ゼミ論文研究とは？。 

11. (3)-2：卒業論文やゼミ論文の研究へ向けて，学術的論文作法の確認。 

12. (3)-3：卒業論文やゼミ論文の研究へ向けて，各人が自らの研究テーマや論文の目次＇案・概略（を紹介し，皆で議論する。 

13. (3)-4：卒業論文やゼミ論文の研究へ向けて，各人が自らの研究に関連する先行研究を簡潔に紹介し，皆で議論する。 

14. (2)トーヴェ・ヤンソン展示会，(3)卒業論文やゼミ論文の研究へ向けて，夏休み中の作業計画を検討・確認。 

 

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

(3)卒業論文やゼミ論文へ向けての研究に関しては，随時，個人指導を行います。 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

ゼミ活動への参加＇授業への出席（(40%)/インタビュー調査实習整理作業への取り組み(20%)/トーヴェ・ヤンソン展示会への取り

組み(20%)/卒業論文・ゼミ論文研究への取り組み(20%) 

 

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（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

文化・社会の変化・交流・創造現象に関する实証的・实践的学習・研究を目指したゼミ形式の授業です。 

 

A seminar format class aimed at empirical and practical learning and research on cultural and social change, exchange and the 

phenomena of creation. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

4年次秋学期ゼミでは，(1)トーヴェ・ヤンソン展示会の開催，(2)卒業論文やゼミ論文へ向けての研究，の 2つの作業を並行して進

めます。したがって，下記の授業計画は(1)(2)の作業の概要をそれぞれ整理して記したもので，時間的系列にはなっていません。 

 

The 4th year seminars in the fall semester consist of 2 tasks running in parallel: (1) Holding the Tove Jansson exhibition and (2) 

Research for graduation thesis and seminar thesis. The syllabus featured below is a list of the processes of (1) and (2) in random 

order. 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. 4 年次秋学期ゼミ活動の計画・相談。 

2. (1)-1：トーヴェ・ヤンソン展示会へ向けて，会場外側パネル展示のシミュレーション。 

3. (1)-2：トーヴェ・ヤンソン展示会へ向けて，会場外側パネル展示の制作 

4. (1)-3：トーヴェ・ヤンソン展示会へ向けて，会場での現物展示のシミュレーション 

5. (1)-4：トーヴェ・ヤンソン展示会へ向けて，会場での現物展示の解説板の制作。 

6. (1)-5：トーヴェ・ヤンソン展示会へ向けて，展示の設営作業。 

7. (2)-1：卒業論文やゼミ論文の研究に関して，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｡ 

8. (2)-1：卒業論文やゼミ論文の研究に関して，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｡ 

9. (2)-2：卒業論文やゼミ論文の研究に関して，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｡ 

10. (2)-2：卒業論文やゼミ論文の研究に関して，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｡ 

11. (2)-3：卒業論文やゼミ論文の研究に関して，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｡ 

12. (2)-3：卒業論文やゼミ論文の研究に関して，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｡ 

13. (2)-4：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. (2)-5：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（ 

(2)卒業論文やゼミ論文へ向けての研究に関しては，随時，個人指導を行います。 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

ゼミ活動への参加＇授業への出席（(40%)/トーヴェ・ヤンソン展示会への取り組み(30%)/卒業論文・ゼミ論文研究への取り組み

(30%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

随時、資料を配布します。 

 

参考文献＇Readings（ 

随時、資料を配布します。 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 
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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忚用する 

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忚用できることを目的とする。 

 

Aims to apply theories of cultural anthropology to the analysis of modern society. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

文化人類学の基本的な理論を現代社会の理解に忚用し，卒業研究のための個人別の研究テーマの調査結果を順次発表しても

らう。同時に，ゼミでの分担発表やそのための準備，レポートの作成などを通じて，発表の能力，文章を書く訓練など，自分の意

見を相手に伝えるコミュニケーション能力を身につけることを目指す。 

 

Applying the basic theories of cultural anthropology to the understanding of modern society, and having each individual take turns 

to present the results of their graduate research themes. At the same time, the aim is to instill the ability to convey one‟s opinion 

to others, presentation skills, and essay writing practice, through presentations shared in seminars, preparing presentations, 

producing reports and so on. 

 

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（ 

授業への取り組み(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忚用する 

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忚用できることを目的とする。 

 

Aims to apply theories of cultural anthropology to the analysis of modern society. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

文化人類学の基本的な理論を現代社会の理解に忚用し，卒業研究のための個人別の研究テーマの調査結果を順次発表しても

らう。同時に，ゼミでの分担発表やそのための準備，レポートの作成などを通じて，発表の能力，文章を書く訓練など，自分の意

見を相手に伝えるコミュニケーション能力を身につけることを目指す。 

 

Applying the basic theories of cultural anthropology to the understanding of modern society, and having each individual take turns 

to present the results of their graduate research themes. At the same time, the aim is to instill the ability to convey one‟s opinion 

to others, presentation skills, and essay writing practice, through presentations shared in seminars, preparing presentations, 

producing reports and so on. 

 

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（ 

授業への取り組み(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。 

 

Based on the outcome of previous seminars, the aim is to gain a more comprehensive view on the relationship between tourism 

and "culture". 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

観光現象を「文化」という視点からとらえるテーマを各自の問題関心に忚じて自由に設定してもらい，設定テーマに関する既存研

究の文献研究や独自のフィールド調査を通して，観光と「文化」の関係を総合的に検討するため，報告，発表を順次行い，参加者

相互に検討しあう。成果を論文の形にまとめることを目指す。 

 

Themes which tackle tourism phenomena from the perspective of “culture” can be set freely according to each issue of concern, 

and through existing research on the theme and independent field surveys, a comprehensive study of the relationship between 

tourism and “cultural” will be investigated. Reports and presentations will be made one after another, followed by a discussion 

among the participants. The aim being to incorporate the results in the thesis. 

 

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。 

 

Based on the outcome of previous seminars, the aim is to gain a more comprehensive view on the relationship between tourism 

and "culture". 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

観光現象を「文化」という視点からとらえるテーマを各自の問題関心に忚じて自由に設定してもらい，設定テーマに関する既存研

究の文献研究や独自のフィールド調査を通して，観光と「文化」の関係を総合的に検討するため，報告，発表を順次行い，参加者

相互に検討しあう。その上で成果を論文の形にまとめる。 

 

Themes which tackle tourism phenomena from the perspective of “culture” can be set freely according to each issue of concern, 

and through existing research on the theme and independent field surveys, a comprehensive study of the relationship between 

tourism and “cultural” will be investigated. Reports and presentations will be made one after another, followed by a discussion 

among the participants. In addition, each student will write a research paper. 

 

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（ 

 

 



 - 658 - 

■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。 

 

By utilizing the knowledge that has been learned so far, we will identify the diversity of nature and culture of regions, the 

differences between regions and their individual characters, and make public our findings. 

 

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。 

 

Each student will determine their theme of interest and conduct research, making full use of literary research, fieldwork and 

computer skills. Periodic research progress updates will be given and guidance provided. 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. これまでの卒業論文の例 

2. テーマの設定 

3. テーマの設定 

4. 文献調査 

5. 文献調査 

6. 調査方法の確定 

7. 調査方法の確定 

8. 調査準備＇地図収集・聞き取り調査票・アンケート調査票などの作成（ 

9. 調査準備＇地図収集・聞き取り調査票・アンケート調査票などの作成（ 

10. サンプル調査の实施 

11. 調査準備の再検討 

12. 現地調査の实施 

13. 現地調査の实施 

14. 現地調査の实施 

 

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

下記の参考文献を読んでおくこと。 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

研究レポートの提出とその完成度(50%)/ゼミへの貢献度＇ディスカッション等（(50%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

なし 

 

参考文献＇Readings（ 

1. 梶田真ほか、2007、『地域調査ことはじめ』、ナカニシヤ出版 (ISBN:4779501326) 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 
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■HB684 

科目コード／科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

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。 

 

By utilizing the knowledge that has been learned so far, we will identify the diversity of nature and culture of regions, the 

differences between regions and their individual characters, and make public our findings. 

 

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。 

 

Each student will determine their theme of interest and conduct research, making full use of literary research, fieldwork and 

computer skills. Periodic research progress updates will be given and guidance provided. In addition, students will acquire 

communication and leadership skills through joint research with students in lower year groups. 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. 研究テーマの探求 

2. 研究テーマと調査地の決定 

3. 研究方法の決定 

4. 資料収集と調査票の設計 

5. 調査票の作成 

6. 調査票の試行と調査内容の再検討 

7. 調査結果の整理 

8. 調査結果の分析１ 

9. 調査結果の分析２ 

10. 補足調査 

11. 図表の作成 

12. 地図の作成 

13. 論文の執筆 

14. 論文の添削 

 

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

３年までに習得したスキルや考え方を活かして地域調査を实施する。調査の途中経過を中間発表として授業内で発表してもらう。

最後に調査結果を論文等としてまとめる。 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

発表とディスカッション(30%)/現地調査(30%)/研究論文の提出とその完成度(40%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

なし 

 

参考文献＇Readings（ 

梶田真ほか『地域調査ことはじめ』＇ナカニシヤ出版（ 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 
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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（ 
観光人文学研究 

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，観光人文学研究

とする。 

 

The 4th year seminars will be based on individually determined themes relating to the graduation thesis. This year‟s theme is 

literary tourism research. 

 

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。 

 

Lectures will be given on themes related to regional development through tourism and along with reports and reading from 

participants. Students taking this seminar are required to write a graduation thesis. 

 

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人文学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，観光人文学を实

地確認するためのフィールドワークの準備と遂行について， 为体的かつ積極的な関与が求められる。 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

出席および参加状況(100%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

1. 大橋昭一ら、2014、『観光学ガイドブック』、ナカニシヤ (ISBN:4779508266) 

 

参考文献＇Readings（ 

1. 遠藤英樹ら、2019、『現代観光学 (ワードマップ)』、新曜社 (ISBN:4788516055) 

 

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（ 
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（ 
 

 

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。 

 

The 4th year seminars will be based on individually determined themes relating to the graduation thesis. In the fall semester, a 

thesis will be written based on studies so far. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

観光人文学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。 

 

Lectures will be given on themes related to regional development through tourism and along with reports and reading from 

participants. Students are required to write a graduation thesis. 

 

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. 論文報告会予行 

 

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. 大橋昭一ら、2014、『観光学ガイドブック』、ナカニシヤ (ISBN:4779508266) 

 

参考文献＇Readings（ 

1. 遠藤英樹ら、2019、『現代観光学 (ワードマップ)』、新曜社 (ISBN:4788516055) 

 

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（ 
須永 和博(SUNAGA KAZUHIRO) 

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（ 

 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。 

 

This seminar will deepen students‟ understanding of various issues that the students have already become aware of over the last 

two years, and develop their skills in engaging in nuanced debates. The seminar will also help to develop appropriate methods to 

analyze original data independently. 

 

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」としてまとめることが期待されている。春学期は、各自が自身の研究テーマに関

連した文献を読み込み、夏休み以降に行うフィールドワーク等の具体的な計画を練ることが課題となる。その成果を適宜発表し、

その報告発表に基づき，各自の進行状況を把握し，指導を行う。 

 

Students at this seminar are expected to develop their research into a “graduation thesis”. In the spring semester, students will 

undertake reading related to their individual research themes, and formulate specific plans for fieldwork to be conducted after the 

summer vacation. The plan will be presented as research proposal; and the tutor will provide guidance for further developments 

based on the presentation. 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. オリエンテーション 

2. 調査テーマの具体化 

3. 調査テーマの具体化 

4. 調査地および調査为題に関わる先行研究の整理 

5. 調査地および調査为題に関わる先行研究の整理 

6. 調査地の決定と調査依頼 

7. 調査内容の絞り込み 

8. 調査内容の絞り込み 

9. アンケート、調査票の作成 

10. アンケート、調査票の作成 

11. 調査スケジュールの確定，発表 

12. 調査スケジュールの確定，発表 

13. 補充調査 

14. 補充調査 

 

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

これまでの大学生活において，気になっていた疑問は何か？大学時代の集大成として自分はどのような研究テーマを扱いたい

かをじっくり考えて，説明できるようにしておいて下さい。 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

ゼミへの参加、ディスカッション(50%)/自己の課題への取り組み(50%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

なし 

 

参考文献＇Readings（ 

 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 
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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（ 
豊田 三佳(TOYOTA MIKA) 

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（ 

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。 

 

This seminar will deepen students‟ understanding of various issues that the students have already become aware of over the last 

two years, and develop their skills in engaging in nuanced debates. The seminar will also help to develop appropriate methods to 

analyze original data independently. 

 

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」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。 

 

Students at this seminar are expected to develop their research into a “graduation thesis”. In the spring semester, students will 

undertake reading related to their individual research themes, and formulate specific plans for fieldwork to be conducted after the 

summer vacation. The plan will be presented as research proposal; and the tutor will provide guidance for further developments 

based on the presentation. 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. オリエンテーション 

2. 調査テーマの具体化 

3. 調査テーマの具体化 

4. 調査地および調査为題に関わる先行研究の整理 

5. 調査地および調査为題に関わる先行研究の整理 

6. 調査地の決定と調査依頼 

7. 調査内容の絞り込み 

8. 調査内容の絞り込み 

9. アンケート、調査票の作成 

10. アンケート、調査票の作成 

11. 調査スケジュールの確定，発表 

12. 調査スケジュールの確定，発表 

13. 補充調査 

14. 補充調査 

 

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

これまでの大学生活において，気になっていた疑問は何か？大学時代の集大成として自分はどのような研究テーマを扱いたい

かをじっくり考えて，説明できるようにしておいて下さい。 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

ゼミへの参加、ディスカッション(50%)/自己の課題への取り組み(50%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

なし 

 

参考文献＇Readings（ 

 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 
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■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（ 

卒業論文を構想する。 

 

Develop concepts of their graduation papers. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

卒業論文のテーマ、目的、視点、概要、目次などを決定し、先行研究や関連文献の精読、必要な史料の収集などを行う。 

 

Determine the theme, objective, perspective, outline, table of contents and so on for the graduation thesis, as well as read prior 

research and related documents, and gather the necessary historical materials. 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. イントロダクション 

2. 履修者による報告 1 

3. 履修者による報告 2 

4. 履修者による報告 3 

5. 履修者による報告 4 

6. 履修者による報告 5 

7. 履修者による報告 6 

8. 履修者による報告 7 

9. 履修者による報告 8 

10. 履修者による報告 9 

11. 履修者による報告 10 

12. 履修者による報告 11 

13. 履修者による報告 12 

14. 秋学期「演習(4 年)B」に向けて 

 

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

卒業論文に関する先行研究を精読する。 

卒業論文に関する史料を収集する。 

卒業論文に関する情報を積極的に収集する。 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

講義への取り組み(100%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

なし 

 

参考文献＇Readings（ 

適宜提示する。 

 

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（ 

卒業論文を執筆する。 

 

Write graduation papers. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

春学期「演習(4 年)A」での成果にもとづいて卒業論文の執筆を行い、成果を報告会で発表する。 

 

Writing of graduation thesis based on the results of Spring semester “(4th year) seminar A”, and deliver the results in a 

presentation. 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. イントロダクション 

2. 進捗の確認と加筆修正 1 

3. 進捗の確認と加筆修正 2 

4. 進捗の確認と加筆修正 3 

5. 進捗の確認と加筆修正 4 

6. 進捗の確認と加筆修正 5 

7. 進捗の確認と加筆修正 6 

8. 進捗の確認と加筆修正 7 

9. 進捗の確認と加筆修正 8 

10. 進捗の確認と加筆修正 9 

11. 進捗の確認と加筆修正 10 

12. 卒業論文報告 1 

13. 卒業論文報告 2 

14. 大学における学修の総括 

 

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

推敲と加筆修正を繰り返す。 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

講義への取り組み(100%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

なし 

 

参考文献＇Readings（ 

適宜提示する。 

 

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。 

 

Research abilities will be acquired based on the perspectives in the Sociology of Tourism. 

 

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。 

 

Research paper writing based on reading texts and discussions. 

 

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. ヴィクトリア・ヴァントック、2018、『ジェット・セックス』、明石書店 (ISBN:978-4-7503-4722-6) 

 

参考文献＇Readings（ 

 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 
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■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。 

 

Research abilities will be acquired based on the perspectives in the Sociology of Tourism. 

 

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。 

 

Research paper writing based on reading texts and discussions. 

 

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。 

 

We will analyze tourism phenomena from references in literature. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

1890 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． 

 

We will consider how various tourist phenomena pervade everyday life and form "unconsciously", affecting our thoughts and 

emotions, through reading and discussing literature - primarily Japanese novels written after the 1890s. 

 

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为的に行い，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、小説に登場するリゾート地を为要テーマとして設定する。演習の進め方については、受講者と相談して決定する。 

 

注意事項＇Notice（ 
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■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。 

 

We will analyze tourism phenomena from references in literature. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

1890 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． 

 

We will consider how various tourist phenomena pervade everyday life and form "unconsciously", affecting our thoughts and 

emotions, through reading and discussing literature - primarily Japanese novels written after the 1890s. 

 

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为的に行い，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、小説に登場するリゾート地を为要テーマとして設定する。演習の進め方については、受講者と相談して決定する。 

 

注意事項＇Notice（ 
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■HB701 

科目コード／科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

その他／卒業研究指導Ａ 

(Seminar on Graduation Research 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（ 
TRM4003 

言語 

＇Language（ 

その他 

(Others) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

観光と地域に関わる卒業論文を完成させる。 

 

Completion of graduation thesis on tourism and the community. 

 

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，

その過程を卒業論文の作成に結びつけられるようにする。履修者は研究課題と研究対象地域，関連文献，現地調査の結果を交

えて口頭発表を行い，その内容に関して全体で討論する。また，履修者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。 

 

Based on periodical research presentations and overall discussions concerning the geography of tourism, we will advance the 

organization of previous research, field surveys, and the preparation of survey reports, so that the process can be linked to the 

production of graduation thesis. Students will give oral presentations on their research subjects and regions, related literature, the 

results of field surveys, and discuss the contents in general. In addition, students can plan their own field trips so that they can 

share related geographical information through discussions on the sites. 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. 研究指導の進め方 

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. 卒業論文のフィールド案内＇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. 卒業論文のフィールド案内＇首都圏（２ 

14. 卒業論文のフィールド案内＇首都圏（３ 

 

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

夏季休暇中に卒業論文のフィールド案内＇日帰り圏外（を实施する。 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

卒業論文への取り組み方(100%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

必要に忚じて指示する。 

 

参考文献＇Readings（ 

履修者の研究内容に忚じて紹介する。 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 
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■HB702 

科目コード／科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

自動登録／卒業研究指導Ｂ 

(Seminar on Graduation Research B) 

担当者名 

＇Instructor（ 
丸山 宗志(MARUYAMA MOTOSHI) 

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（ 
TRM4003 

言語 

＇Language（ 

その他 

(Others) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

観光と地域に関わる卒業論文を完成させる。 

 

Completion of graduation thesis on tourism and the community. 

 

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，

その過程を卒業論文の作成に結びつけられるようにする。履修者は研究課題と研究対象地域，関連文献，現地調査の結果を交

えて口頭発表を行い，その内容に関して全体で討論する。また，履修者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。 

 

Based on periodical research presentations and overall discussions concerning the geography of tourism, we will advance the 

organization of previous research, field surveys, and the preparation of survey reports, so that the process can be linked to the 

production of graduation thesis. Students will give oral presentations on their research subjects and regions, related literature, the 

results of field surveys, and discuss the contents in general. In addition, students can plan their own field trips so that they can 

share related geographical information through discussions on the sites. 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. 研究指導の進め方 

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. 卒業論文中間発表１ 

9. 卒業論文中間発表２ 

10. 卒業論文中間発表３ 

11. 卒業論文中間発表４ 

12. 卒業論文報告会に向けて１ 

13. 卒業論文報告会に向けて２ 

14. 卒業論文報告会に向けて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（ 

卒業論文への取り組み方(100%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

必要に忚じて指示する。 

 

参考文献＇Readings（ 

履修者の研究内容に忚じて紹介する。 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 

 



 - 673 - 

■HB703 

科目コード／科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

その他／卒業研究指導Ａ 

(Seminar on Graduation Research 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（ 
TRM4003 

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、

各自の卒業論文として具体化させることを目標とする。 

 

Based on perspectives from cultural anthropology and folklore, we will study specific phenomena in modern society, with the aim 

of utilizing the results of past learning in the College of Tourism seminars in your own graduation thesis. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

前年度までに受講生が陶冶してきた学術的関心に沿い、各個人の研究発表＇文献調査やフィールドワークの成果，および論文・

レポートの進捗状況（と議論を軸として進められる。指導は担当者の専門分野である文化人類学および現代民俗学の視点から

行うが、受講生の選択する为題は原則限定しない。また必要に忚じて研究成果をまとめる手法に関する講義も行う。 

 

Along with the academic interests that students will have cultivated in the previous year, each individual‟s research presentation 

(the results of literary research, fieldwork, and progress of papers and reports) will be forwarded in discussions. Teaching is 

delivered from the perspective of cultural anthropology and contemporary folklore, which are specialist fields of the instructor, but 

in principle the subjects students may select are not limited. In addition, lectures will be given on methods for compiling research 

results as required. 

 

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（ 

卒業論文は大学生活における集大成であり、实質的に 4 年間の学部課程で何を形として残したのかを証す唯一にして最大のプ

ロジェクトである。就職活動やアルバイトなどが忙しくて取り組めない、単位は不要だから書けなくても仕方ない、といった考えを

暗に持っていればたちまちその達成は困難になる。履修者はこうした誘惑に打ち克つべく日々鍛錬し、払った分以上を取り戻す

べくがんばって欲しい。 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

報告等、演習への参加状況(100%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

なし 

 

参考文献＇Readings（ 

1. 戸田山 和久、2012、『新版 論文の教审―レポートから卒論まで』、NHK 出版 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 



 - 674 - 

 

 

注意事項＇Notice（ 
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■HB704 

科目コード／科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

自動登録／卒業研究指導Ｂ 

(Seminar on Graduation Research 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（ 
TRM4003 

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、

各自の卒業論文として具体化させることを目標とする。 

 

Based on perspectives from cultural anthropology and folklore, we will study specific phenomena in modern society, with the aim 

of utilizing the results of past learning in the College of Tourism seminars in your own graduation thesis. 

 

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。本科目は卒業論文の指導それ自体を目的とし、論文執筆に資する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。 

 

Based on their research and survey plans crated in Seminar A, the class will mainly focus on students‟ research presentations 

(results of fieldworks and progress of paper) and discussions. This course is aimed at providing guidance for the graduation thesis 

itself, and is intended to contribute to writing of the thesis. In the second half in particular, we will adopt the so-called "writing-up 

seminar” format, whereby the author reads out the manuscript in progress, which then forms the basis of a discussion. 

 

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（ 

4年次において、卒業論文を書くために乗り越えるべき山は概ね 4回ある。第一は就職活動に忙しい春であり、この時期に就活だ

けのことを考えず卒論のことも同時に考える余裕のある者がいずれにおいても成功する。第二は夏であり、文献研究やフィールド

調査に専念することが成否を分かつ。第三は秋であり、データや構想が未完成ながらも「できることからやる」精神を持って日々

取り組むことが肝要である。第四は卒論提出前の初冬であり、諦めないことが大事である。 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

報告等、演習への参加状況(100%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

なし 

 

参考文献＇Readings（ 

1. 戸田山 和久、2012、『新版 論文の教审―レポートから卒論まで』、NHK 出版 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 
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注意事項＇Notice（ 
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■HB705 

科目コード／科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

その他／卒業研究指導Ａ 

(Seminar on Graduation Research A) 

担当者名 

＇Instructor（ 
葛野 浩昭(KUZUNO HIROAKI) 

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（ 
TRM4003 

言語 

＇Language（ 

その他 

(Others) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

文化・社会の変化・交流・創造現象に関する实証的な卒業論文研究あるいはゼミ論文研究への实践的指導です｡  

 

Practical guidance on empirical research for the graduation thesis, and seminar research on the changes in culture and society, as 

well as the creation and exchange of phenomena.  

 

授業の内容＇Course Contents（ 

以下の授業計画を参照して下さい｡  

 

See below for lesson plans.  

 

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巡目) ｡  

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巡目) ｡  

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巡目) ｡  

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 (２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 (２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 (３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 (４巡目) ｡  

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 (４巡目) ｡  

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 (４巡目) ｡  

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，個人指導を行います｡  

 

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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■HB706 

科目コード／科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

自動登録／卒業研究指導Ｂ 

(Seminar on Graduation Research 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（ 
TRM4003 

言語 

＇Language（ 

その他 

(Others) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

文化・社会の変化・交流・創造現象に関する实証的な卒業論文研究あるいはゼミ論文研究への实践的指導です｡   

 

Practical guidance on empirical research for the graduation thesis, and seminar research on the changes in culture and society, as 

well as the creation and exchange of phenomena.  

 

授業の内容＇Course Contents（ 

以下の授業計画を参照して下さい｡ 

 

See below for lesson plans.  

 

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巡目) ｡ 

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巡目) ｡ 

5. 各人が自らの論文の目次案を紹介し，皆で議論する (２巡目) ｡ 

6. 各人が自らの論文の目次案を紹介し，皆で議論する (２巡目) ｡ 

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 (３巡

目) ｡ 

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 (３巡

目) ｡ 

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 (４巡目) ｡ 

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 (４巡目) ｡ 

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 (５巡目) ｡ 

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 (５巡目) ｡ 

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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■HB707 

科目コード／科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

その他／卒業研究指導Ａ 

(Seminar on Graduation Research 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忚用する 

担当者名 

＇Instructor（ 
鈴木 涼太郎(SUZUKI RYOTARO) 

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（ 
TRM4003 

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忚用できることを目的とする。 

 

Aims to apply theories of cultural anthropology to the analysis of modern society. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

文化人類学の基本的な理論を現代社会の理解に忚用し，卒業研究のための個人別の研究テーマの調査結果を順次発表しても

らう。同時に，授業での研究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。 

 

Applying the basic theory of cultural anthropology to the understanding of modern society, and having each individual take turns to 

present the results of their graduate research themes. At the same time, the aim is to instill the ability to convey one‟s opinion to 

others, presentation skills, and essay writing practice, through presentations shared in the class, preparing presentations, 

producing reports and so on. 

 

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（ 

授業への取り組み(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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■HB708 

科目コード／科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

自動登録／卒業研究指導Ｂ 

(Seminar on Graduation Research 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忚用する 

担当者名 

＇Instructor（ 
鈴木 涼太郎(SUZUKI RYOTARO) 

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（ 
TRM4003 

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忚用できることを目的とする。 

 

Aims to apply theories of cultural anthropology to the analysis of modern society. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

文化人類学の基本的な理論を現代社会の理解に忚用し，卒業研究のための個人別の研究テーマの調査結果を順次発表しても

らう。同時に，授業での研究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。 

 

Applying the basic theory of cultural anthropology to the understanding of modern society, and having each individual take turns to 

present the results of their graduate research themes. At the same time, the aim is to instill the ability to convey one‟s opinion to 

others, presentation skills, and essay writing practice, through presentations shared in the class, preparing presentations, 

producing reports and so on. 

 

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（ 

授業への取り組み(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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■HB709 

科目コード／科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

その他／卒業研究指導Ａ 

(Seminar on Graduation Research 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（ 
TRM4003 

言語 

＇Language（ 

その他 

(Others) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

これまでの演習の成果を踏まえ，社会・文化現象としての観光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。 

 

Based on the results of the previous seminars, the objective is to gain a more comprehensive view of tourism as a social and 

cultural phenomenon. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

観光現象を「社会」や「文化」という視点からとらえるテーマを各自の問題関心に忚じて自由に設定してもらい，設定テーマに関す

る既存研究の文献研究や独自のフィールド調査を通して，観光と「社会」「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。 

 

Themes which tackle tourism phenomena from the perspective of “society” and “culture” can be set freely according to each 

issue of concern, and through researches on existing studies on the theme and independent field surveys, a comprehensive study 

of the relationship between tourism and “society and culture” will be investigated. Reports and presentations will be made one 

after another, followed by a discussion among the participants. The aim being to incorporate the results in the thesis. 

 

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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■HB710 

科目コード／科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

自動登録／卒業研究指導Ｂ 

(Seminar on Graduation Research 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（ 
TRM4003 

言語 

＇Language（ 

その他 

(Others) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

これまでの演習の成果を踏まえ，社会・文化現象としての観光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。 

 

Based on the results of the previous seminars, the objective is to gain a more comprehensive view of tourism as a social and 

cultural phenomenon. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

観光現象を「社会」「文化」という視点からとらえるテーマを各自の問題関心に忚じて自由に設定してもらい，設定テーマに関する

既存研究の文献研究や独自のフィールド調査を通して，観光と「社会」「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。 

 

Themes which tackle tourism phenomena from the perspective of “society” and “culture” can be set freely according to each 

issue of concern, and through researches on existing studies on the theme and independent field surveys, a comprehensive study 

of the relationship between tourism and “society and culture” will be investigated. Reports and presentations will be made one 

after another, followed by a discussion among the participants. In addition, each student will write a research paper. 

 

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（ 

出席・演習への参加度(60%)/報告内容(40%) 

 

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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■HB711 

科目コード／科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

その他／卒業研究指導Ａ 

(Seminar on Graduation Research 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（ 
TRM4003 

言語 

＇Language（ 

その他 

(Others) 

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，卒業論文として公表する。 

 

By utilizing the knowledge that has been learned so far, we will identify the diversity of nature and culture of regions, the 

differences between regions and their individual characters, and make public as graduation theses. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

学生各自が関心のあるテーマを設定し，これまでの学習で得た諸概念，文献調査やフィールドワーク，PC 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。 

 

Each student will determine their theme of interest and conduct research, making full use of the ideas acquired though class, 

literary research, fieldwork and computer skills. Periodic research progress updates will be given and guidance provided. 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. これまでの卒業論文の例 

2. テーマの設定 

3. テーマの設定 

4. 文献調査 

5. 文献調査 

6. 調査方法の確定 

7. 調査方法の確定 

8. 調査準備＇地図収集・聞き取り調査票・アンケート調査票などの作成（ 

9. 調査準備＇地図収集・聞き取り調査票・アンケート調査票などの作成（ 

10. サンプル調査の实施 

11. 調査準備の再検討 

12. 現地調査の实施 

13. 現地調査の实施 

14. 現地調査の实施 

 

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

下記の参考文献を読んでおくこと。 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

研究レポートの提出とその完成度(50%)/ゼミへの貢献度＇ディスカッション等（(50%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

なし 

 

参考文献＇Readings（ 

1. 梶田真ほか、2007、『地域調査ことはじめ』、ナカニシヤ出版 (ISBN:4779501326) 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 
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■HB712 

科目コード／科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

自動登録／卒業研究指導Ｂ 

(Seminar on Graduation Research 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（ 
TRM4003 

言語 

＇Language（ 

その他 

(Others) 

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，卒業論文として公表する。 

 

By utilizing the knowledge that has been learned so far, we will identify the diversity of nature and culture of regions, the 

differences between regions and their individual characters, and make public as graduation theses. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

学生各自が関心のあるテーマを設定し，これまで学習してきた諸概念，文献調査やフィールドワーク，PC 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。 

 

Each student will determine their theme of interest and conduct research, making full use of the ideas acquired though class, 

literary research, fieldwork and computer skills. Periodic research progress updates will be given and guidance provided. 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. 研究テーマの探求 

2. 研究テーマと調査地の決定 

3. 研究方法の決定 

4. 資料収集と調査票の設計 

5. 調査票の作成 

6. 調査票の試行と調査内容の再検討 

7. 調査結果の整理 

8. 調査結果の分析１ 

9. 調査結果の分析２ 

10. 補足調査 

11. 図表の作成 

12. 地図の作成 

13. 論文の執筆 

14. 論文の添削 

 

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

３年までに習得したスキルや考え方を活かして地域調査を实施する。調査の途中経過を中間発表として授業内で発表してもらう。

最後に調査結果を論文等としてまとめる。 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

発表とディスカッション(30%)/現地調査(30%)/研究論文の提出とその完成度(40%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

なし 

 

参考文献＇Readings（ 

梶田真ほか『地域調査ことはじめ』＇ナカニシヤ出版（ 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 
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■HB713 

科目コード／科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

その他／卒業研究指導Ａ 

(Seminar on Graduation Research 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（ 
福島 康博(FUKUSHIMA YASUHIRO) 

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（ 
TRM4003 

言語 

＇Language（ 

その他 

(Others) 

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、観光学の概論と

各論の理論とそれに基づく現地調査の实践である。 

 

The 4th year seminars will be based on individually determined themes relating to the graduation thesis. This year‟s theme is the 

implementation of field surveys based on tourism studies and related theories. 

 

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。  

 

Lectures will be given on themes related to regional development through tourism and along with reports and reading from 

participants. Students taking this seminar are required to write a graduation thesis.  

 

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（ 

履修者ごとに、関心あるテーマに基づく論文執筆のための資料収集、プレゼン、レポート作成を重ねることで、問題意識を深め,る。

また、並行して講読を行い、国内外の事例と経験から観光学の理論と現地調査の手法を検討する。卒論中間報告の位置付けと

なる夏休み前の国内合宿や、CBT を实地確認するための海外合宿の準備と遂行について、为体的かつ積極的な関与が求めら

れる。  

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

出席および参加状況(100%)(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 (ISBN:9784779508264) 

 

参考文献＇Readings（ 

 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

http://islamandeconomy.web.fc2.com/ 
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注意事項＇Notice（ 
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■HB714 

科目コード／科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

自動登録／卒業研究指導Ｂ 

(Seminar on Graduation Research 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（ 
TRM4003 

言語 

＇Language（ 

その他 

(Others) 

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。 

 

The 4th year seminars will be based on individually determined themes relating to the graduation thesis. In the fall semester, a 

thesis will be written based on studies so far. 

 

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。 

 

Lectures will be given on themes related to tourism studies and ecocriticism through along with reports and reading from 

participants. Students are required to write a graduation thesis. 

 

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://islamandeconomy.web.fc2.com/ 

 

注意事項＇Notice（ 
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■HB715 

科目コード／科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

その他／卒業研究指導Ａ 

(Seminar on Graduation Research A) 

担当者名 

＇Instructor（ 
須永 和博(SUNAGA KAZUHIRO) 

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（ 
TRM4003 

言語 

＇Language（ 

その他 

(Others) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

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。 

 

This seminar will deepen students‟ understanding of various issues that the students have already become aware of over the last 

two years, and develop their skills in engaging in nuanced debates. The seminar will also help to develop appropriate methods to 

analyze original data independently. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

 本科目の履修者は，自身の研究の成果を「卒業論文」としてまとめることが求められる。春学期は、各自が自身の研究テーマに

関連した文献を読み込み、夏休み以降に行うフィールドワーク等の具体的な計画を練ることが課題となる。その成果を適宜発表

し、その報告発表に基づき，各自の進行状況を把握し，指導を行う。 

 

Students at this seminar are expected to develop their research into a “graduation thesis”. In the spring semester, students will 

undertake reading related to their individual research themes, and formulate specific plans for fieldwork to be conducted after the 

summer vacation. The plan will be presented as research proposal; and the tutor will provide guidance for further developments 

based on the presentation. 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. オリエンテーション 

2. 調査テーマの具体化 

3. 調査テーマの具体化 

4. 調査地および調査为題に関わる先行研究の整理 

5. 調査地および調査为題に関わる先行研究の整理 

6. 調査地の決定と調査依頼 

7. 調査内容の絞り込み 

8. 調査内容の絞り込み 

9. アンケート、調査票の作成 

10. アンケート、調査票の作成 

11. 調査スケジュールの確定，発表 

12. 調査スケジュールの確定，発表 

13. 補充調査 

14. 補充調査 

 

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

これまでの大学生活において，気になっていた疑問は何か？大学時代の集大成として自分はどのような研究テーマを扱いたい

かをじっくり考えて，説明できるようにしておいて下さい。 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

ゼミへの参加、ディスカッション(50%)/自己の課題への取り組み(50%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

なし 

 

参考文献＇Readings（ 

 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 
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注意事項＇Notice（ 
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■HB716 

科目コード／科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

自動登録／卒業研究指導Ｂ 

(Seminar on Graduation Research B) 

担当者名 

＇Instructor（ 
豊田 三佳(TOYOTA MIKA) 

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（ 
TRM4003 

言語 

＇Language（ 

その他 

(Others) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

大学生活で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。 

 

This seminar will deepen students‟ understanding of various problematics that the students have already become aware of over 

the last two years, and develop their skills in engaging in nuanced debates. The seminar will also help to develop appropriate 

methods to analyze original data independently. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

大学生活の集大成として研究の内容を各自が設定し、オリジナルな調査を行い、その成果を「卒業論文」としてまとめる。 

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。 

 

Based on what students have learned in the university throughout the course, students will identify their research areas, conduct 

original surveys, and summarize the results in a "graduation thesis". The tutor will monitor the progress and provide guidance. 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. オリエンテーション 

2. 調査テーマの具体化 

3. 調査テーマの具体化 

4. 調査地および調査为題に関わる先行研究の整理 

5. 調査地および調査为題に関わる先行研究の整理 

6. 調査地の決定と調査依頼 

7. 調査内容の絞り込み 

8. 調査内容の絞り込み 

9. アンケート、調査票の作成 

10. アンケート、調査票の作成 

11. 調査スケジュールの確定，発表 

12. 調査スケジュールの確定，発表 

13. 補充調査 

14. 補充調査 

 

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

これまでの大学での学びの中で，じっくりと掘り下げたい問いは何か？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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■HB717 

科目コード／科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

その他／卒業研究指導Ａ 

(Seminar on Graduation Research 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（ 
TRM4003 

言語 

＇Language（ 

その他 

(Others) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

卒業論文を構想する。 

 

Develop concepts of their graduation papers. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

卒業論文のテーマ、目的、視点、概要、目次などを決定し、先行研究や関連文献の精読、必要な史料の収集などを行う。 

 

Determine the theme, objective, perspective, outline, table of contents and so on for the graduation thesis, as well as read prior 

research and related documents, and gather the necessary historical materials. 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. イントロダクション 

2. 履修者による報告 1 

3. 履修者による報告 2 

4. 履修者による報告 3 

5. 履修者による報告 4 

6. 履修者による報告 5 

7. 履修者による報告 6 

8. 履修者による報告 7 

9. 履修者による報告 8 

10. 履修者による報告 9 

11. 履修者による報告 10 

12. 履修者による報告 11 

13. 履修者による報告 12 

14. 秋学期「卒業研究指導 B」に向けて 

 

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

卒業論文に関する先行研究を精読する。 

卒業論文に関する史料を収集する。 

卒業論文に関する情報を積極的に収集する。 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

講義への取り組み(100%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

なし 

 

参考文献＇Readings（ 

適宜提示する。 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 
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■HB718 

科目コード／科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

自動登録／卒業研究指導Ｂ 

(Seminar on Graduation Research 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（ 
TRM4003 

言語 

＇Language（ 

その他 

(Others) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

卒業論文を執筆する。 

 

Write graduation papers. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

春学期「卒業研究指導 A」での成果にもとづいて卒業論文の執筆を行い、成果を報告会で発表する。 

 

Writing of graduation thesis based on the results of Seminar on Graduation Research A in the spring semester, and deliver the 

results in a presentation. 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. イントロダクション 

2. 進捗の確認と加筆修正 1 

3. 進捗の確認と加筆修正 2 

4. 進捗の確認と加筆修正 3 

5. 進捗の確認と加筆修正 4 

6. 進捗の確認と加筆修正 5 

7. 進捗の確認と加筆修正 6 

8. 進捗の確認と加筆修正 7 

9. 進捗の確認と加筆修正 8 

10. 進捗の確認と加筆修正 9 

11. 進捗の確認と加筆修正 10 

12. 卒業論文報告 1 

13. 卒業論文報告 2 

14. 大学における学修の総括 

 

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

推敲と加筆修正を繰り返す。 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

講義への取り組み(100%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

なし 

 

参考文献＇Readings（ 

適宜提示する。 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 
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■HB719 

科目コード／科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

その他／卒業研究指導Ａ 

(Seminar on Graduation Research 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（ 
TRM4003 

言語 

＇Language（ 

その他 

(Others) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

観光社会学の視点にもとづいて研究をおこなう能力を身につける。 

 

Research abilities will be acquired based on the perspectives in the Sociology of Tourism. 

 

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。 

 

Research paper writing based on reading texts and discussions. 

 

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. ヴィクトリア・ヴァントック、2018、『ジェット・セックス』、明石書店 (ISBN:978-4-7503-4722-6) 

 

参考文献＇Readings（ 

 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 
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■HB720 

科目コード／科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

自動登録／卒業研究指導Ｂ 

(Seminar on Graduation Research 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（ 
TRM4003 

言語 

＇Language（ 

その他 

(Others) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

観光社会学の視点にもとづいて研究をおこなう能力を身につける。 

 

Research abilities will be acquired based on the perspectives in the Sociology of Tourism. 

 

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。 

 

Research paper writing based on reading texts and discussions. 

 

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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■HB721 

科目コード／科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

その他／卒業研究指導Ａ 

(Seminar on Graduation Research 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（ 
TRM4003 

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。 

 

We will analyze tourism phenomena from references in literature. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

1890 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． 

 

We will consider how various tourist phenomena pervade everyday life and form "unconsciously", affecting our thoughts and 

emotions, through reading and discussing literature - primarily Japanese novels written after the 1890s. 

 

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为的に行い，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、小説に登場するリゾート地を为要テーマとして設定する。演習の進め方については、受講者と相談して決定する。 

 

注意事項＇Notice（ 
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■HB722 

科目コード／科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

自動登録／卒業研究指導Ｂ 

(Seminar on Graduation Research 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（ 
TRM4003 

言語 

＇Language（ 

その他 

(Others) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

卒業論文を实際に執筆する過程で発生する問題を共有し，ともにその解決法を模索することにより，論文執筆に必要な知識およ

び技術を身につけるとともに，卒業論文の最終的な完成度を上げることを目標とする． 

 

The objective is to share issues that arise in the process of writing a graduation thesis, to search for solutions together, and to 

acquire the knowledge and techniques necessary for writing a thesis, so that the graduation thesis may be finally completed. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

卒業研究指導 A で各自が設定した計画＇テーマおよび調査・分析法（に基づいて論文を執筆し,その途中経過を随時プレゼンテー

ションしつつ,論文の完成に必要な指導を適宜行う．具体的には，説得的な議論の進め方，論理的な文章の書き方､発展的ないし

は補足的な調査の行い方､さらにはその内容を適切に伝えるために必要なプレゼンテーション能力等である． 

 

Guidance will be provided as necessary for the completion of the thesis to be written according to the plans (themes, surveys and 

analytical methods) determined individually in graduation research project A, and while presentations are given as necessary. 

Specifically, it is persuasive discussion, written in logical sentences, using the methods of developing or supplementary research, 

with the presentation ability necessary to convey the contents appropriately. 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. オリエンテーション 

2. 発表と討論 1 

3. 発表と討論 2 

4. 発表と討論 3 

5. 発表と討論 4 

6. 発表と討論 5 

7. 発表と討論 6 

8. 発表と討論 7 

9. 発表と討論 8 

10. 発表と討論 9 

11. 発表と討論 10 

12. 卒論報告会予行演習 1 

13. 卒論報告会予行演習 2 

14. 卒論報告会予行演習 3 

 

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

指導内容を参考に，各自のテーマに沿って準備を進めること。 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

提出された卒業論文の本体ならびに卒業論文報告会における報告ならびに質疑忚答を対象に行う。(100%) 

卒業論文を履修し指導をうけたことのみ，あるいは卒業論文本体の提出のみでは成績評価の対象とならないので注意すること。 

 

テキスト＇Textbooks（ 

とくに使用しない。 

 

参考文献＇Readings（ 

各自のテーマに忚じて個別に紹介する。 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 



 

 

 

 


