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〔文学〕� 渡邊　重人
◆授業概要　文学ジャンルは多岐にわたりますが，端的に言えば，言語芸術であるということになります。そこで，この授業では言

語芸術のなかでも，フィクション，特に散文による小説に焦点を当て，学修します。具体的には，小説を読むという行為の前景化
を通して，小説表現の特性と多様性，小説ジャンルの多様性，史実とフィクションをめぐる想像力などさまざまな角度から文学に
ついて考察します。
◆学修到達目標　１．小説を読むという行為について考察し，具体例を挙げながら説明することができる。

２．小説表現の特性と多様性，小説ジャンルの多様性について考察し，説明することができる。
３．史実とフィクションをめぐる想像力について考察し，説明することができる。

◆授業方法
・オンデマンド

文学テクストをただ読むのではなく，さまざまな角度から分析・考察することで幅広い教養を身に付けることを目指します。講
読と解説，履修者間のピアワークを Google Classroom で実施します。授業動画には番号が付していますので，順番に視聴し
てください。繰り返し視聴することで理解が深められると考えます。フィードバックは，授業動画での全体講評と Gmail もしく
は Google Classroom での質疑応答で対応します。その他の質問も Gmail で随時受け付けます。本授業の事前学修・事後学修
の時間は各２時間を目安としています。

・対面授業
文学テクストをただ読むのではなく，さまざまな角度から分析・考察することで幅広い教養を身に付けることを目指します。オ
ンデマンド授業で提示された動画を必ず視聴しておいてください。対面授業では，講読と解説，履修者間のピアワークを実施し
ます。また，各回の授業内レポートを用いて，履修者と担当者の意見交流も実施し，フィードバックは，授業時の全体講評と質
疑応答で対応します（Google Classroom も活用します）。その他の質問も Gmail で随時受け付けます。本授業の事前学修・事
後学修の時間は各２時間を目安としています。

◆履修条件　なし
◆教科書　その他   教材については，青空文庫 https://www.aozora.gr.jp/ を活用してください。なお，一部の資料については

Google Classroom で配布します。
◆参考書 丸沼   『超入門！　現代文学理論講座』　亀井秀雄監修／蓼沼正美著　筑摩書房　2015 年
◆成績評価基準　オンデマンド授業で出される課題とピアワークは評価対象となりますので，すべて提出・参加してください（全体

の 40％）。対面授業では，各回のピアワークと各回の最後の時間に実施する授業内レポートが評価対象となります
（全体の 60％）。オンデマンド授業，対面授業において総合的に評価します。なお，オンデマンド授業での場合，
課題の提出が出席確認を兼ねています。

◆授業相談（連絡先）：watanabe.shigeto2020@nihon-u.ac.jp もしくは Google Classroom で対応します。
◆授業計画〔各90分〕
・オンデマンド

授業内容

１．履修者自身の小説を読むという行為について検討し，前景化を図ります。
２．分析・考察に必要な概念と用語について確認します。
３．夏目漱石『夢十夜』「第一夜」を読み，小説を読むという行為を前景化させます。
４．夏目漱石『夢十夜』「第五夜」を読み，異化と自動化の概念について考察します。
５�．夏目漱石『夢十夜』「第六夜」を読み，同時代の文学状況との関係について考察します。「第九夜」を読み，
小説を読む際のバイアスについて考察します。

事前学修

１．自分がどのように小説を読んでいるかということを想起し，まとめておきます。
２ ．テクスト，ストーリー，プロット，語り手，異化，自動化など小説を分析・考察する際に必要となる概念と用語につ

いて調べ，まとめておきます。
３．夏目漱石『夢十夜』「第一夜」を熟読し，その印象についてまとめておきます。
４．夏目漱石『夢十夜』「第五夜」を熟読し，その印象についてまとめておきます。
５．明治 30・40 年代の文学状況について，文学史年表等で確認しておきます。

事後学修

１．授業計画を再読し，学修の見通しをもちます。
２．分析・考察に必要な概念・用語について振り返り，この授業で小説を読むための準備をします。
３．異化と自動化の観点から「第一夜」を読み直します。
４．異化と自動化について事例を挙げて説明できるようにします。
５ ．同時代の文学状況を踏まえて，『夢十夜』を再読します。小説を読む際のバイアスについて，具体例を挙げて説明でき

るようにします。

・対面授業

１回目

授業内容

・小説サンプルＡを読み，小説を読むという行為についてピアワークで確認します。
・小説を読む際のバイアスについて考察します。
・小説サンプルＡを分析し，小説を読むという行為について考察します。
※小説サンプルＡについては，意図的に作者名とタイトルを伏せてあります。

事前学修 ・小説を読むという行為について既習内容を振り返り，自分なりにまとめておきます。
・小説サンプル A を読み，登場人物の相関関係をまとめておきます。

事後学修 ・小説サンプル A をあらためて熟読し，自分がどのように読んだかについて振り返ります。
・小説を読む際のバイアスについて振り返り，まとめておきます。

２回目

授業内容

・江戸川乱歩『人間椅子』を読み，物語の構造を捉えます。
・『人間椅子』の語りの方法について，ピアワークで考察します。
・�江戸川乱歩『人間椅子』と山口譲司の漫画『人間椅子』を比較し，小説表現の特性と漫画表現の特性につい
て考察します。

事前学修 ・江戸川乱歩『人間椅子』を熟読し，場面構成についてまとめておきます。
・山口譲司の漫画『人間椅子』の表現と物語内容の関係性についてまとめておきます。

事後学修
・江戸川乱歩『人間椅子』の語りの方法についてまとめておきます。
・漫画表現との比較を通して，小説表現について考察し，その特性についてまとめておきます。
・小説表現の多様性について既習内容を振り返り，まとめておきます。

講座内容（シラバス）�
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３回目

授業内容 ・泉鏡花『外科室』を読み，物語の構造を捉えます。
・『外科室』を読み，「空所を読む」ということについて，ピアワークで考察します。

事前学修
・泉鏡花『外科室』を熟読し，登場人物の相関関係をまとめておきます。
・作中人物のイメージについて，自分の言葉で表現できるようにしておきます。
・『外科室』を熟読し，場面構成についてまとめておきます。

事後学修 ・泉鏡花『外科室』における一人称の語りについてまとめておきます。
・『外科室』を読む際にどのようなバイアスがかかるかという点について，自分なりの考えをまとめておきます。

４回目
授業内容

・泉鏡花『外科室』と坂東玉三郎監督の映画『外科室』を比較し，小説表現の特性と映画表現の特性について
考察します。

・泉鏡花『外科室』とひらはしだれの漫画『外科室』および石川オレオの漫画『外科室』を比較し，小説表現
の特性と漫画表現の特性について考察します。

・映画表現や漫画表現と小説表現を比較し，ピアワークで交流します。
事前学修 ・ひらはらしだれの漫画『外科室』，石川オレオの漫画『外科室』の表現と物語内容の関係性についてまとめておきます。
事後学修 ・映画表現や漫画表現との比較を通して，小説表現について考察し，その特性についてまとめておきます。

５回目

授業内容 ・谷崎潤一郎『吉野葛』を読み，小説技法について考察します。
・ジャンル認識とジャンルの逸脱という観点から，『吉野葛』についてピアワークで考察します。

事前学修 ・谷崎潤一郎『吉野葛』を読み，小説技法＝小説の語られ方について自分なりにまとめておきます。
・小説についてのジャンル認識について，自分なりの考えをまとめておきます。

事後学修
・履修者自身の抱く，小説と随筆のイメージ＝ジャンル認識についてまとめておきます。
・小説とジャンルの逸脱の関係性について振り返り，まとめておきます。
・小説ジャンルの多様性について振り返り，まとめておきます。

６回目

授業内容
・物語世界の時代設定を踏まえて，谷崎潤一郎『吉野葛』について分析します。
・史実とフィクションをめぐる想像力の観点から，『吉野葛』の物語内容について考察します。
・小説を読むことの自由さ・不自由さについて，ピアワークで考察します。

事前学修
・南北朝正閏論争について調べておきます。
・大逆事件について調べておきます。
・後南朝について調べておきます。

事後学修
・小説を読むという行為について振り返り，自分なりの考えをまとめておきます。
・史実とフィクションをめぐる想像力について，自分なりの考えをまとめておきます。
・小説を自由に読むということについて，自分なりの考えをまとめておきます。
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〔西洋思想史Ⅱ〕� 石井　友人
◆授業概要　16 世紀から 18 世紀にかけての近代形成期の哲学の展開を追っていきます。主要な哲学者の学説を紹介しながら，ど

のような問題意識のもとで，彼らが自らの思想をつくり上げていったのか，科学革命と宗教革命から始まる時代の中で，理性の持っ
ていた可能性について考えてみたいと思います。
◆学修到達目標　近世から近代にかけての西洋哲学の基本用語と問題意識を学び，基本的な哲学書を独力で読んでいくために必要な

知識を身につけていく事を目的とします。
◆授業方法
・オンデマンド

配布プリントと教科書（辞書的・資料集的な副読本扱いになります）を用いて講義形式で行います（講義の進度により，扱う思
想家の範囲を変更することもある）。

・対面授業
配布プリントと教科書（辞書的・資料集的な副読本扱いになります）を用いて講義形式で行います。可能であれば，例年通り，
質疑応答を取り入れ，受講生からの積極的な参加を期待します（講義の進度により，扱う思想家の範囲を変更することもある）。

◆履修条件
◆教科書　通材  『西洋思想史Ⅱ　P30600』　通信教育教材（教材コード 000570）

資料配布（Classroom） 取り上げる哲学書からの抜粋，コピーを配布（授業内容の要約的なものではありません）。
◆参考書　その他  講義時に紹介する。
◆成績評価基準　全出席を評価の前提とする。オンデマンド授業におけるリポート課題（40％），及び対面授業における試験（60％）

により総合的に評価する。尚，対面授業の試験はリポートへ変更の場合もある。
◆授業相談（連絡先）：Classroom 上にて行う
◆授業計画〔各90分〕
・オンデマンド

授業内容

ガイダンス（シラバスの説明）。
ルネサンスは近代に何をもたらしたのか？
ルネサンスは近代に何をもたらしたのか？　マキャベリと共和制について考える（扱う対象は変更することも
ある）。
デカルトの何が新しかったのか？　アリストテレスとデカルトの学問観の違いを『精神指導の規則』冒頭部分
によって確認する。
デカルトの方法的懐疑について。主著『省察』は第一哲学についての書物である。第一哲学とはなにかをアリ
ストテレス『形而上学』の部分を読みながら確認する。
社会契約説Ⅰ．ホッブズの主権権力について，生き延びた狼について（次回まで続く）。

事前学修 ・教科書の当該部分を読んでおくこと
・教科書の項目のほかに，熊野純彦『西洋哲学史Ⅱ』岩波新書など，各自で資料にあたって当該項目を確認しておくこと。

事後学修 ノートなど，授業内容を確認しておくこと。また講義を踏まえて，図書館等で，多少踏み込んだ哲学史の本にあたってみ
るのが好ましい（『哲学の歴史』中央公論新社など）。

・対面授業

１回目

授業内容 社会契約説Ⅱ．ロックの所有権について。所有権を人間のあらゆる権利の根拠とすることは妥当なのか。
事前学修 前回までの事前学修と同じく，教科書に加えて，各自で資料にあたって当該項目を確認しておくこと。

事後学修 ノートなど，授業内容を確認しておくこと。また講義を踏まえて，図書館等で，多少踏み込んだ哲学史の本にあたってみ
るのが好ましい。

２回目

授業内容 ロックの観念の哲学について。また所有権について再説する。

事前学修 教科書の経験論の項目は簡潔すぎるので，教科書に加えて，各自でもう少し情報量のある資料にあたって当該項目を確認
しておくこと。

事後学修 ノートなど，授業内容を確認しておくこと。また講義を踏まえて，図書館等で，多少踏み込んだ哲学史の本にあたってみ
るのが好ましい。

３回目

授業内容 ライプニッツの個体論／可能世界論について。ライプニッツはデカルトの何を批判したのか？　モナドロジー
とは何か？

事前学修 教科書のライプニッツの項目は簡潔すぎるので，教科書に加えて，各自でもう少し情報量のある資料にあたって当該項目
を確認しておくこと。

事後学修 ノートなど，授業内容を確認しておくこと。また講義を踏まえて，図書館等で，多少踏み込んだ哲学史の本にあたってみ
るのが好ましい。

４回目

授業内容 スピノザの神とその力の表現の哲学。彼の人間の感情についての分析を見ていく。

事前学修 教科書のスピノザの項目は簡潔すぎるので，教科書に加えて，各自でもう少し情報量のある資料にあたって当該項目を確
認しておくこと。

事後学修 ノートなど，授業内容を確認しておくこと。教科書の内容は，多くの場合簡潔すぎるので，図書館等で，多少踏み込んだ
哲学史の本にあたってみるのが好ましい。

５回目

授業内容 ヒュームの懐疑論について。デカルトの懐疑と何が異なるのか？
ヒュームの共感の哲学。ルネサンスから近代へ。

事前学修 教科書のヒュームの項目は簡潔すぎるので，教科書に加えて，各自でもう少し情報量のある資料にあたって当該項目を確
認しておくこと。

事後学修 ノートなど，授業内容を確認しておくこと。また講義を踏まえて，図書館等で，多少踏み込んだ哲学史の本にあたってみ
るのが好ましい。

６回目

授業内容 まとめと試験。講義の進度によっては，通常授業に変更する（その場合，試験はリポートに変更になります）。

事前学修
・講義で分からなかった部分を洗い出しておくこと。
・試験は記述式で行い，範囲，問題はあらかじめ告知する。ノートに要点をあらかじめまとめておくことが望ましい。試

験はリポートに変更することもある。
事後学修 実際に哲学の古典を読んでみること。これ以上の学習方法はありません。

講座内容（シラバス）�
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〔日本史概説 /日本史概論〕� 千葉　篤志
◆授業概要　本科目では，古代から現代（昭和までを予定）に至るまでの日本の歴史を政治史を中心として学修し，同時に個別のテー

マとして特に日本の「印章」に関する事項について取り上げ，通史（日本）を学修することの意義と特定のテーマを設定して考察
することの意義への理解を深める。
◆学修到達目標　①日本の古代から現代（昭和までを予定）までの流れを辿り，各時代の主な出来事と，その背景や意義，注目点に

ついて学び，説明できるようになる。
②日本の「印章」に関する歴史的事項について学び，通史（日本）との関連性を考察することにより，過去の事実を通して現在の
物事や課題を考える姿勢を身につけるようになる。

◆授業方法
・オンデマンド

まず，授業の進め方や成績評価について説明を行ない，事前に教科書や関連文献などで，時代概要を把握していることを前提と
して，Classroom 上にレジュメのデータをアップロードして，授業を進行する。オンデマンド授業のみ，必ずリアクションペー
パーの提出を求める。本授業の事前学修・事後学修の時間は各２時間を目安とする。

・対面授業
事前に教科書や関連文献などで，時代概要を把握していることを前提として，プリントの配布を中心に授業を進行し，適所でス
クリーンなどの補助教材を使用する。対面授業の期間中にレポートの提出を求める。最終日に授業内試験を行う。なお，受講人
数によって授業方法を変更する場合がある。本授業の事前学修・事後学修の時間は各２時間を目安とする。

◆履修条件　卒業に必要な単位を２分の１以上取得済で，４年生の受講を優先し，人数に空きがあれば，３年生→２年生→１年生の
順に受講を受け付ける。
◆教科書　通材  『概論　日本歴史』　通信教育教材（教材コード 000382）

資料配布（Classroom） 必要に応じて資料を配布する
◆参考書 丸沼   『印章』　新装版　日本歴史叢書 13　荻野三七彦　吉川弘文館　1995 年 

（1966 年に吉川弘文館から刊行，のちに新装版として同社から刊行）
丸沼   『ハンコの文化史～古代ギリシャから現代日本まで～』　読みなおす日本史　新関欽哉　吉川弘文館　2015 年 

（1987 年にＰＨＰ研究所から刊行，のちに吉川弘文館から再刊）
丸沼   『はんこ』　ものと人間の文化史 178　久米雅雄　法政大学出版局　2016 年
丸沼   『はんこと日本人』　読みなおす日本史　門田誠一　吉川弘文館　2018 年 

（1997 年に大巧社から刊行，のちに吉川弘文館から再刊）
◆成績評価基準　・オンデマンド授業：リアクションペーパー（20％）。

・対面授業：試験内試験（60％），レポート（20％）。
以上の内容により総合的に評価する。授業に全て出席し，特に対面授業に関しては真摯な態度で授業に参加してい
ることを前提として評価を行う（オンデマンド授業に関しては，リアクションペーパーの提出が出席を兼ねる）。

◆授業相談（連絡先）：Classroom 上にて行う
◆授業計画〔各90分〕
・オンデマンド

授業内容

１．授業の進め方や成績評価について説明
２．先史時代について（旧石器時代～弥生時代）
３．志賀島の金印について
４．ヤマト王権の成立と展開（古墳時代～飛鳥時代）
５．将軍章・香木烙印十字について
６．律令国家の成立と展開（奈良時代）
７．公式令と印章について

事前学修 教科書ｐ３～ 32 を熟読しておくこと。

事後学修 オンデマンド配信動画の内容をノートに整理し，テキストの該当ページを確認しておくこと。また，リアクションペーパー
として提出した内容もノートに整理しておくこと。

・対面授業

１回目
授業内容

・王朝国家の展開と武士の台頭（平安時代）
・押印の敬遠と花押の出現について
・鎌倉幕府の成立と展開（鎌倉時代）
・禅宗と印章について

事前学修 教科書ｐ 33 ～ 67 を熟読しておくこと。
事後学修 授業内容をノートに整理し，テキストの該当部分と配布資料を読んで，授業内容を再確認し理解しておくこと。

２回目
授業内容

・室町幕府の成立と展開（室町時代）
・勘合貿易と印章について
・領域権力の割拠から統一へ（戦国時代）
・印判状について

事前学修 教科書ｐ 68 ～ 89 を熟読しておくこと。
事後学修 授業内容をノートに整理し，テキストの該当部分と配布資料を読んで，授業内容を再確認し理解しておくこと。

３回目
授業内容

・幕藩体制の成立（安土桃山時代～江戸時代初期）
・ローマ字印，江戸時代の印章について
・幕藩体制の展開（江戸時代中期）
・印判師について

事前学修 教科書ｐ 115 ～ 137 を熟読しておくこと。
事後学修 授業内容をノートに整理し，テキストの該当部分と配布資料を読んで，授業内容を再確認し理解しておくこと。

講座内容（シラバス）�
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４回目
授業内容

・幕藩体制の崩壊（江戸時代後期）
・「天皇御璽」と「大日本国璽」について
・近代国家の建設と展開（明治時代）
・印鑑登録制度について

事前学修 教科書教科書ｐ 138 ～ 161，ｐ 189 ～ 220 を熟読しておくこと。
事後学修 授業内容をノートに整理し，テキストの該当部分と配布資料を読んで，授業内容を再確認し理解しておくこと。

５回目
授業内容

・デモクラシーの時代（大正時代）
・大正時代の印鑑に関する出来事について
・恐慌から戦争へ（昭和初期～アジア・太平洋戦争終結）
・検閲と軍事郵便について

事前学修 教科書ｐ 220 ～ 260 を熟読しておくこと。
事後学修 授業内容をノートに整理し，テキストの該当部分と配布資料を読んで，授業内容を再確認し理解しておくこと。

６回目

授業内容
・戦後改革と冷戦（終戦以降）
・終戦から最近までの日本の印章に関する出来事について
・授業内試験と本講義の総括

事前学修 教科書ｐ 263 ～ 309 を熟読しておくこと。
オンデマンド授業と対面授業の学修内容全てをまとめておくこと。

事後学修 授業で学んだことを振り返り，理解度の低い部分を確認する。
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〔道徳教育の理論と方法 /道徳教育の研究〕� 李　吉魯
◆授業概要　この授業では，道徳の意義や原理などを踏まえ，学校における道徳教育の目標や内容を理解する。また，学校の教育活

動全体を通じて行う道徳教育及びその要となる道徳科における指導計画や指導方法などを幅広く理解する。さらに，授業中に配布
する資料や各種のデータ・映像などを用いて教育の問題に対する理解を深めるとともに，受講生どうしの「話し合い」を通じて，
多様な考え方を共有する場としたい。
◆学修到達目標　１．道徳及び道徳教育，道徳性，道徳科の指導，評価等の意義を理解し，学校教育の中でこれらが，どのように位

置づけられているのかを説明できる。
２．学習指導要領に基づいて道徳に関する諸概念の検討，道徳教育の歴史的背景，道徳教育の指導計画など，道徳の授業実践に役
立つ基本的な事項について知り，説明することができる。
３．学習指導案の作成を通して，教師としての求められる資質・能力を養うことができる。

◆授業方法
・オンデマンド

オンデマンド授業の動画は各回共に２分割されている。動画で取り上げる授業内容の資料は Google Classroom 上でダウンロー
ドして事前に目を通しておく。また，授業時にその他の授業関連の指示があった場合は，参考資料などを確認するとともに，授
業終了後は，毎回リアクションペーパーを含む確認テスト（小テスト）や課題，レポートなどの提出を求めるため，学修内容をしっ
かりと取り組み，Google Classroom 上で提出する。また，提出された課題に対しては，採点をし，点数を入力して受講者に「返
却」する。その際，個別に対応するために「限定公開のコメント」欄を通じてフィードバックを行う。さらに，授業方法に対応
できるよう，主体的・対話的で深い学び（アクティブ・ラーニング）の手法を取り入れ，受講者の能動的な学習への参加を促す。

・対面授業
前半部分（１日目～３日目）は道徳教育の指導計画と実際の指導，そして戦前戦後の道徳教育の変遷等について解説する。後半
部分（４日目～６日目）は道徳教育の実践（模擬授業と検討会）についてグループワーク（あるいは個別）を通じて実践的指導
力を身につける。なお，各グループあるいは個人が行った模擬授業については，毎回感想および評価などを整理して Google
Classroom 上で提出する。

◆履修条件　なし
◆教科書 丸沼  『小学校学習指導要領解説　道徳編』　文部科学省　東洋館出版　2008 年

丸沼  『中学校学習指導要領解説　道徳編』　文部科学省　日本文教出版　2008 年
丸沼  『中学校学習指導要領（平成 29 年告示）解説「特別の教科　道徳編』　文部科学省　教育出版　2017 年

◆参考書　通材   『道徳教育の理論と方法／道徳教育の研究　T21300 ／ T21400』　通信教育教材（教材コード 000543） 
〈この教材は市販の『道徳教育の理論と方法』　羽田積男・関川悦雄編　弘文堂　2016 年と同様。〉

丸沼  『教科化された道徳への向き合い方』　碓井敏正著　かもがわ出版　2017 年
丸沼  『考える道徳教育　「道徳科」の授業づくり』　笹田博通・山口匡・相澤伸幸編　福村出版　2018 年
丸沼  『私たちの道徳　中学校』　廣済堂あかつき　2014 年
丸沼  『道徳教育』　明治図書　月刊誌

◆成績評価基準　試験（40％），レポートおよび課題（20％），模擬授業（20％），授業への取り組み（20％）により総合的に評
価する。

◆授業相談（連絡先）：授業に関する受講者への対応（出席確認や確認テストなど）については，Google Classroom を通じて行う。
◆授業計画〔各90分〕
・オンデマンド

授業内容

動画①の内容：ガイダンスとして授業の内容や進め方，成績評価、教職の学習方法など，これから授業を受け
るにあたっての諸注意事項について説明を行う。また，道徳および道徳教育とは何かについて解説する。

動画②の内容：道徳性の発達理論について解説する。まず，道徳性とは何かを考える。文部科学省による道徳
性についての見解を概観し，さらにその具体的な内容や特徴などについて学修する。

動画③の内容：道徳性の発達に関して代表的な人物である，ジャン・ピアジェ（Piaget，Jean1896 －
1980）とローレンス・コールバーグ（Kohlberg,�Lawrence�1927-1987）の発達理論について学修する。

動画④の内容：学校教育における道徳教育の位置づけについて解説する。具体的にはどのような目標を持ち，
学校全体で行う道徳教育の中でどのような方向性と役割を持つのかについて学修する。

事前学修 シラバスに示された授業の関連資料等をよく読み，授業の概要や道徳教育の目標，目的などを理解しておく。

事後学修 授業で取り上げた内容を確認するとともに，授業中に示された関連資料等を用いてもう一度見直し，ノートに要点を整理
する。

・対面授業

１回目

授業内容
道徳教育（道徳科）の指導計画と実際の指導について解説する。具体的には教育基本法および学校教育法に基
づく道徳教育，道徳教育の全体計画（意義・内容・留意点）と年間指導計画（基本方針・意義・留意点），道徳
教育・道徳科と他教科との関連などについて学修する。

事前学修 道徳教育関連する教育基本法および学校教育法の条文内容について授業の関連資料（教科書や参考資料など）を用いて把
握しておく。

事後学修 授業で取り上げた内容を確認するとともに，授業中に示された関連資料等を用いてもう一度見直し，ノートに要点を整理
する。

２回目

授業内容

①戦前の道徳教育について解説する。具体的には道徳教育を担った「修身」が天皇制国家主義に基づいて戦前
の教育を根底から支えるに至った経緯を学修する。

②戦後の道徳教育について解説する。戦後の道徳教育では学習指導要領と道徳教育，「道徳の時間」の特設，「特
別の教科　道徳」（道徳科）の設置など，戦後における教育改革と道徳教育との関連について学修する。

事前学修 ①天皇制公教育と修身との関係について調べておく。
②特設された「道徳の時間」の経緯やその内容について調べておく。

事後学修 授業で取り上げた内容を確認するとともに，授業中に示された関連資料等を用いてもう一度見直し，ノートに要点を整理
する。

講座内容（シラバス）�
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３回目

授業内容 道徳科の学習指導案の作成について解説する。まず，学習指導案とは何かを考える。そして学習指導案の構成
や作成，その留意事項などについて学修する。

事前学修 道徳科の学習指導案の作成例について関連資料等をよく読みで，把握しておく。

事後学修 授業で取り上げた内容を確認するとともに，授業中に示された関連資料等を用いてもう一度見直し，ノートに要点を整理
する。

４回目

授業内容

道徳教育の実践①
模擬授業と検討会（グループによる発表《あるいは個別》および質疑応答）を行う。その際，模擬授業の時
間は各グループ40分程度で，受講生の積極的な意見や考え方などを求める（受講人数によって、計画を変
更する場合がある）。

事前学修 作成された学習指導案の内容に基づいて，どうしたら良い道徳授業ができるかについて受講者同士で意見交換し，模擬授
業に向けて準備する。

事後学修
各グループあるいは個人が行った模擬授業について，感想および評価などを整理しておく。その際，資料の工夫，発表方
法の工夫，コミュニケーションの工夫などの視点から，良かった点やここを工夫すればさらに良くなると思われる点など
を理解する。

５回目

授業内容

道徳教育の実践②
模擬授業と検討会（グループによる発表《あるいは個別》および質疑応答）を行う。その際，模擬授業の時
間は各グループ40分程度で，受講生の積極的な意見や考え方などを求める（受講人数によって、計画を変
更する場合がある）。

事前学修 作成された学習指導案の内容に基づいて，どうしたら良い道徳授業ができるかについて受講者同士で意見交換しながら，
模擬授業を準備する。

事後学修
各グループあるいは個人が行った模擬授業について，感想および評価などを整理しておく。その際，資料の工夫，発表方
法の工夫，コミュニケーションの工夫などの視点から，良かった点やここを工夫すればさらに良くなると思われる点など
を理解する。

６回目

授業内容

道徳教育の実践③
模擬授業と検討会（グループによる発表《あるいは個別》および質疑応答）を行う。その際，模擬授業の時
間は各グループ40分程度で，受講生の積極的な意見や考え方などを求める（受講人数によって、計画を変
更する場合がある）。

事前学修 作成された学習指導案の内容に基づいて，どうしたら良い道徳授業ができるかについて受講者同士で意見交換しながら，
模擬授業を準備する。

事後学修
各グループあるいは個人が行った模擬授業について，感想および評価などを整理しておく。その際，資料の工夫，発表方
法の工夫，コミュニケーションの工夫などの視点から，良かった点やここを工夫すればさらに良くなると思われる点など
を理解する。
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博物館資料論                            平野 卓治 

◆授業概要 

博物館資料とは何か？その概念、収集・整理、その様々な活用のあり方などに関して、モ

ノが博物館資料となる過程をふまえ、博物館資料をめぐる様々な事項に関して考察し、現

状と課題をさぐる。博物館の学芸員としての経験をもとに、、現場の実情と課題をふまえな

がら授業を進めていく。 

◆学修到達目標 

「博物館資料」に関する基礎的な知識、それを取り扱う基礎的技術を身につけ、実際の博

物館における資料が抱える課題、資料の調査研究をめぐる課題に関して、各自が主体的な

スタンスを構築することができる。 

◆授業方法 

・オンデマンド 

各回、授業計画に基いて講義の動画を配信する。必要な資料は随時配布する。また、各回

の講義の後に、講義内容に関する簡単な課題を出し、提出してもらう。 

・対面授業 

各回、授業計画に基いて講義を行なう。必要な資料は随時配布する。また、各回の授業に

最後にリアクションペーパーを提出してもらう。 

◆履修条件 

学芸員資格の取得を希望する人 

◆成績評価基準 

試験（５０％）、オンデマンド授業における課題の評価（２０％）、授業参画度：リアクシ

ョンペーパーの提出により評価（３０％） 

◆教科書 

必要な資料は適宜配布する。 

◆参考書 

授業の中で随時指示する。 

◆授業相談先（連絡先） 

Classroom上にて行う。 
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◆授業計画 

オンデマ

ンド 

授業内容 

・授業計画の説明と博物館と「資料」の関係について 

・博物館資料の定義と特性を探る 

・博物館資料の種類―一次資料と二次資料の区分を中心に 

・博物館資料化のプロセスについて考える 

事前学修 

・博物館資料にはどのようなものがあるかを調べてピックアッ

プし、ノートにまとめる。 

・博物館が所蔵する資料の種類に関して考え、ノートにまとめ

る。 

・モノと博物館資料との相違に関して考え、ノートにまとめ

る。 

事後学修 
・自分の関心のある博物館の収蔵資料について調べてみる。 

・各回の講義の内容を確認し、ポイントをノートに整理する。 

対面授業 

１回目 

授業内容 
博物館資料の分類と整理について、博物館資料の配架と保管・

保存に関して 

事前学修 

・多大な資料の「分類」について考え、ノートにまとめてお

く。 

・関心のある博物館の収蔵庫に関して調べてノートにまとめて

おく。 

事後学修 

・関心のある博物館で資料の分類・整理がどのようにおこなえ

あれているのかを調べる。。 

・講義の内容を確認し、ポイントを整理する。 

対面授業 

２回目 

授業内容 
博物館資料の配架の実際、自然科学系博物館資料の収集・保存

について、 

事前学修 

・博物館で資料がどのように保管されているのか、可能な限り

調べる。 

・自然系博物館の資料に関して調べてノートにまとめておく。 

事後学修 ・講義の内容を確認し、ポイントを整理する。 

対面授業 

３回目 

授業内容 博物館資料と調査研究、調査研究成果の公表・還元について 

事前学修 

 

・学芸員には、なぜ調査・研究能力が求められるのかを考えて

ノートにまとめておく。 

・博物館で刊行している「調査報告書」を調べ、ノートに整理

しておく。 

 

事後学修 

 

・講義の内容を確認し、ポイントを整理する。 
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対面授業 

４回目 

授業内容 博物館資料の活用について―展示、特別利用と教育的活用 

事前学修 

・博物館で資料を展示する際に留意すべきことを考えてノート

にまとめておく。 

・博物館で資料と接した経験を振り返ってノートにまとめてお

く。 

事後学修 ・講義の内容を確認し、ポイントを整理する。 

対面授業 

５回目 

授業内容 
博物館資料の活用について―情報的活用、博物館資料の保存と

修復について 

事前学修 

・博物館の HPから関心のある資料を探ってノートにまとめてお

く。 

・資料の劣化と保存・修復との関係を調べてノートにまとめて

おく。 

事後学修 ・講義の内容を確認し、ポイントを整理する。 

対面授業 

６回目 

授業内容 
・試験と解説 

・博物館資料をめぐる現状と課題について 

事前学修 

・これまでの講義の内容を復習し、試験に備える。 

・博物館が教育委員会から首長部局の管轄下に入るとどうなる

かを考えてノートにまとめておく。 

事後学修 

・試験の結果を基に理解が足りなかった内容を復習し、学習し

た内容の整理を行う。 

・「博物館資料論」の授業を通して、何を学んだのかを振り返

る。 
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〔刑法Ⅱ〕� 上野　幸彦
◆授業概要　刑法典上の重要な個別の犯罪規定を対象として，社会で生起する具体的な出来事に対して，どのように適用されるのか

を学ぶ。主要な刑罰法規に関する基礎知識の理解から出発し，実際の裁判例に基づきながら学修を進め，個々の犯罪規定の趣旨・
規制目的を踏まえつつ，社会状況に応じた刑法の解釈・適用の在り方について探究し，実践的な知識と理解を獲得できるようにする。

（なお，受講に当たり「刑法Ⅰ」を履修していることが望ましい。）
◆学修到達目標　刑法典上の重要な規定について，法規の趣旨・目的を理解し，実際の具体的な出来事に対して，裁判例の情報など

も参考にしながら分析し，当該刑罰法規の合理的な解釈を通じ，その具体的な適用について検討し，刑法上の罪責（結論）を導き
適切に説明することができるようになる。

◆授業方法
・オンデマンド

授業動画は，⑴授業テーマの基本内容の部分と⑵各種演習の解説部分とに分割されているので，まず⑴を視聴して基本的知識の
理解に努める。この後，関連する演習問題について授業時間中に各自で取り組む。そのうえで，演習についての解説動画を視聴し，
各自の理解等についてチェックする。動画や演習に関して不明な点や質問がある場合には，メールにより随時受け付ける。

・対面授業
テキストに拠りながら，パワーポイントを利用しながら説明する。授業中に，演習の時間を設けて各自で取り組んでもらった後，
解説を行う。

◆履修条件　令和２年度夜間スクーリング（春期）「刑法Ⅱ」との積み重ね不可
◆教科書 丸沼  『刑事法入門』　上野幸彦・太田茂著　成文堂　2018 年
◆参考書
◆成績評価基準　《評価資料》①レポート（５回）：35% ②リアクションペーパー（５回）：20% ③授業内テスト：45%

《評価項目》 ①は（データ・判例等の）分析力・読解力，ポイントの理解力，論理的思考能力，表現力，②は知識
の充足度，（授業内容の）理解度，知識授業参加度，③は知識の充足度，理解力についてそれぞれ評価
判定する。

◆授業相談（連絡先）：（メールアドレス）ueno.yukihiko@nihon-u.ac.jp
◆授業計画〔各90分〕
・オンデマンド

授業内容

１．ガイダンス：
授業の概要および学修の方法について説明を行う。

２．刑法各論とは：
学修の対象である刑法各論という分野について説明する。

３．法益に基づく犯罪の分類：
刑法典が定めている「罪」の規定とその分類について説明する。
＊授業内で分類に関する演習に取り組む。（解説動画あり）

４．日本の犯罪情勢：
犯罪白書に基づいて日本の犯罪情勢を概観する。
＊授業内で日本の犯罪情勢に関する演習に取り組む。（解説動画あり）

事前学修
・六法で「刑法」を参照し , 第２編「罪」の規定を一覧したうえで，テキスト 59 ～ 64 頁を読んで法益に基づく分類につ

き予備的な知識を獲得する。
・令和２年版の「犯罪白書」（法務省のウエッブサイト参照）を閲覧し，最近の犯罪情勢の傾向・特徴について事前に調べる。

事後学修 ・刑法典の「罪」の諸規定の配列と法益に基づく犯罪の分類とを比較し，両者の関連性について復習する。
・犯罪白書のデータに基づいて，日本の犯罪情勢の特徴について再確認する。

・対面授業

１回目

授業内容

５．生命の保護：
最も価値の高い生命の保護に関する刑法上の規定を中心に，刑法の保護の対象となる「人」の意義をはじめ，
生命の侵害・危険を処罰根拠とする規定について解説する。

６．身体（身体の安全を含む）の保護：
傷害罪の規定を中心に，その結果的加重犯としての傷害致死罪，傷害に至らない暴行罪等について説明する。
「傷害」，「暴行｣ という基本的な概念の整理についても解説する。

事前学修

・最高裁判所平成 21 年 12 月７日決定を参照し（裁判所のホームページから「裁判例情報」で検索可能），⑴事案の概要，
⑵争点，⑶決定の要旨をまとめたうえ，⑷その当否について検討し，レポート（no.1）にまとめ第５回の授業時に提出
する。

・テキスト 67 ～ 69 頁を読み，傷害および暴行の意義をチェックするとともに，現行刑法上の「傷害罪」と「暴行罪」
との関係について予習する。

事後学修
・今回取り上げた判例のケースなどを踏まえ，終末期医療や尊厳死・安楽死の問題について，刑法上の犯罪との関連性の

ポイントについて復習する。
・裁判例に基づき，暴行の手段・方法によらずに傷害罪の成立が認められたケースを再確認し，復習する。

２回目

授業内容

７．自由の保護：
どのような自由を保護しているのかという観点から，関連する規定を整理し，それぞれの規定の内容につい
て解説する。

８．名誉の保護：
個人の人格権の一部としての名誉の保護と同時に，表現の自由との調整の問題について，判例の見解も含め
て説明する。

事前学修

・平成 29 年の改正で，176 条以下の性犯罪に関する規定が大幅に改正されたが，この改正の⑴立法的な背景，⑵旧規定
と新規定の違いについて調査して，レポート（no.2）にまとめ，第７回の授業時に提出する。

・テキスト 73 ～ 76 頁を読み，刑法 230 条の構成要件をチェックするとともに，230 条の２の規定による名誉毀損罪
不成立の要件を確認しておく。

事後学修

・13 歳以上の者が対象である場合，「暴行または脅迫」を強制わいせつ罪・強制性交等罪成立の手段として定めているが，
このような要件の設定の当否について，外国の立法例等も参考にして検討してみる。

・人格権としての「名誉」の保護と表現の自由の保障（憲法 21 条）とは，いずれも憲法上の基本権（人権）として尊重
されるべきものであるが，刑法 230 条の２の規定を手掛かりに両者が対立・衝突する場合の調整基準について再確認し，
また最高裁判所昭和 44 年６月 25 日判決の意義について，授業内容を復習して再度理解を確かめておく。

講座内容（シラバス）�
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３回目

授業内容

９．財産の保護⑴：
財産犯一般に関する問題として，財産犯の分類，財産犯の保護法益，領得罪における不法領得の意思につい
て解説する。

10．財産の保護⑵：
財産犯の中でも特に重要な窃盗罪・強盗罪，詐欺罪，横領罪・背任罪を中心に裁判例も併せて説明する。

事前学修

・最高裁判所平成元年７月７日決定について，⑴事案の概要，⑵争点，⑶決定の内容をまとめたうえ，⑷最高裁の判断が
どのような見解に拠っているのかを分析し , その当否について検討して，レポート（no.3）にまとめ，第９回目の授業
時に提出する。

・テキスト 77 ～ 81 頁を読み，財産犯の主要な規定をチェックし，その内容を確認する。

事後学修 授業内容を振り返り，財産犯の諸規定を分類・整理をチェックし，判例が採用する財産犯の保護法益に関する見解，不法
領得の意思内容に関する見解について復習する。

４回目

授業内容

11．公共の安全の保護：
公共の安全を脅かす犯罪としての「公共危険犯」を取り上げ，犯罪としての特質，公共危険犯に分類される
諸規定を概観したうえ，とくに放火罪を中心に解説する。

12．取引の安全の保護：
各種偽造罪のうち，とくに文書偽造罪を中心に取り上げ，基本的な知識を確認しながら解説する。

事前学修

・テキスト 82 ～ 86 頁を読み，刑法 108 条から 110 条までの規定について，構成要件上の「公共の危険の発生」の要否，
放火の対象（客体）の区別，放火対象物が自己所有である場合の罪責について，整理しておく。

・テキスト 89 ～ 92 頁を読み，日本の刑法において名義人の真正の偽りを処罰する規定と内容の虚偽を処罰する規定と
を整理しておく。

事後学修
伝統的な「文書」に加え，今日電磁的記録（データ）も保護の対象となっている。これにより，文書には妥当する有形偽
造と無形偽造との区別がデータの場合には維持しにくくなっており，従来不可罰な無形偽造として取り扱われていたが，
データの場合に一部が犯罪化されるに至っている。この点について，授業内容を振り返り，規定に即して理解を再確認する。

５回目

授業内容

13．国家の作用の保護⑴：
一般的な公務の保護を図る公務執行妨害罪を取り上げ，保護されるべき公務とは何かという問題を中心に検
討し説明する。

14．国家の作用の保護⑵：
国家作用のうち，司法作用の保護に関連する規定を取り上げ，整理しながら説明する。

事前学修
・テキスト 96 ～ 97 頁を読み，公務の適法性について学習したうえ，最高裁判所平成元年９月 26 日決定のについて，

⑴事案の概要，⑵争点，⑶決定の内容をまとめたうえ，⑷その当否について検討して，レポート（no.4）にまとめ，第
13 回の授業時に提出する。

事後学修 公務の適法性に関する一連の裁判例について整理する。

６回目

授業内容

15．公務に対する国民の信頼の保護：
「汚職の罪」の章を対象に，職権濫用罪および賄賂罪に関する諸規定に関し，重要なポイントと関連する判例
について解説する。

16．授業内テストおよびその解説：
本授業のまとめを兼ねて，知識や理解を確認するために授業内テストを実施する。引き続いてテストの解説
を行う。

事前学修
・最高裁判所平成７年２月 22 日判決（ロッキード事件）における内閣総理大臣の職務権限に関する判断について紹介し，

そのような判断に至る根拠や背景を分析するとともに，その当否を検討してレポート（no.5）にまとめ，第 15 回の授
業時に提出する。

事後学修 職務権限に関する裁判所の判断について，とくに国民の信頼という観点が重視されていることを復習し，裁判例について
チェックする。
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英作文Ⅰ                         アレックス ブラウン 

◆授業概要 

The focus of Composition 1 centers around the writing process of a five-paragraph 

essay. Through this process students will produce two essays during the course 

while completing various writing activities along the way. 

◆学修到達目標 

This is multi-week, intensive writing course that requires students to do group 

work, however, students have the freedom to work on their own essays. Your teacher 

will discuss the essay topics in class. 

◆授業方法 

Together, students will work on developing ideas for their essays. Sentence and 

paragraph structures will be covered during this period. Active participation is 

expected by all students in pursuit of our writing goals. 

◆履修条件 

The course is open to all students. Keep in mind, our aim is to achieve improvements 

in academic writing. 

◆成績評価基準 

Students will be graded on two essays (60%) with strong consideration on class 

participation (40%). 

◆教科書 

なし 

◆参考書 

なし 

◆授業相談先（連絡先） 

Classroom上にて行う 
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◆授業計画 

オンデマ

ンド 

授業内容 

Self-introduction activity. 

Part 1 and 2 of The Writing Process along with in-class 

activities such as pre-writing and brainstorming 

activities. 

事前学修 

Prepare a self introduction.  Reasearch your topics for 

Essay 1 and Essay 2. To be a good writer you need to be a 

good reader. Research something you feel passionate about 

as well as something you can put an academic voice to in 

your writing. 

事後学修 

Review your notes on the Writing Process. Make sure you 

understand all of the vocabulary, terms and expectations 

for writing your essays. Topic sentences is an important 

point. Make sure you understand this part and practice 

writing good topic sentences. 

対面授業 

１回目 

授業内容 
"Discuss your topic in a group.Brainstorm topic ideas and 

get feedback. 

事前学修 
Finish the activity on supporting sentences. Prepare your 

answers for the next group activity. 

事後学修 " 

対面授業 

２回目 

授業内容 Prepare 12 sentences from your weekly journal. 

事前学修 Develop ideas and provide details of your journal's notes. 

事後学修 
"Focus on the grammar and sentence structure of your 

supporting sentences. 

対面授業 

３回目 

授業内容 
Study the grammar points from the previous lesson. Prepare 

answers for the editing activity. 

事前学修 
Edit at least 2 partners' essays. Edit your Essay 1 from 

the comments made by other students. 

事後学修 Complete the Grading Grid for your Essay 1. 

対面授業 

４回目 

授業内容 Prepare your final draft for Essay 1." 

事前学修 Prepare 12 sentences from your weekly journal. 

事後学修 Develop ideas and provide details of your journal's notes. 

対面授業 

５回目 

授業内容 
"Edit at least 2 partners' essays. Edit your Essay 1 from 

the comments made by other students. 

事前学修 Complete the Grading Grid for your Essay 1. 

事後学修 Prepare your final draft for Essay 1." 
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対面授業 

６回目 

授業内容 Prepare 12 sentences from your weekly journal. 

事前学修 Develop ideas and provide details of your journal's notes. 

事後学修 "Research ideas for Essay 2. 
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〔工業経済論〕� 小林　世治
◆授業概要　現代資本主義における生産の基本を，最もよく表す産業は「製造業」です。「農業」のように自然依存度の高 い産業に

比して，人間の支配力が強い産業は「工業」的と呼ばれます。工業生産の原理は「規模の経済」です。それは，今日の市場 と技術
の変化と，どのように対応しているのか？とくに取り上げるのは，機械とその部品を階層的に製作（加工・組立）する「機械工業」 
です。そこで発達した垂直分業と企業間関係についても考察します。
◆学修到達目標　１．ミクロ経済学における「生産」に関する理論を踏まえつつ，現実の「産業」を理解するのに必要な理論枠組み

を学べる。２．従来の「産業組織論」アプローチで欠けている，垂直分業と企業間関係など「企業経済」的視点を理解できる。３．
各種産業を比較分析する力を養い，ひいては「市場の現実」に迫ることができる。

◆授業方法
・オンデマンド

GoogleClassroom にて授業動画を配信する。内容に沿って分割し，ファイル番号を付しているので，順番に視聴すること。分
からない部分は再度視聴し，それでも理解できなければ返信「質問」してください。動画の中には小テスト／課題の部分が含ま
れるので注意し，毎回「回答」を返信「提出」すること。

・対面授業
パワーポイント（PPT）を使って概説した後，できるだけディスカッションの時間を取りたい。予め PPT を配布（１日目の分は
GoogleClassroom 経由）するので，用語を調べ質問の準備をすること。PPT は項目のみ記されているので，内容理解のために
は，授業中のコメントを適宜メモすることが必要です。毎回リアクションペーパーに質問・感想を記入してもらい，次回の講義
でお答えします。

◆履修条件　なし
◆教科書　資料配布（Classroom） オンデマンド授業の場合は，GoogleClassroom で添付します。

その他  対面授業の場合は，次回講義の内容 PPT コピー（ワークシート）を配布し，当日も追加の資料配布があります。
◆参考書 丸沼  １．『産業経済論』　安喜博彦著　新泉社　2007 年

丸沼  ２．『エッセンシャル　経営史』　中瀬哲史著　中央経済社　2016 年
◆成績評価基準　平常点（リアクションペーパー・課題の提出など）50％，最終日試験 50％。「課題」には，オンデマンド授業の「小

テスト」と，「中間テスト」が含まれます。毎回の受講が前提です。
◆授業相談（連絡先）：Classroom 上にて行う
◆授業計画〔各90分〕
・オンデマンド

授業内容

オンデマンド授業は２日分，５回の講義に相当します。
１日目は以下の①②，２日目は③④⑤がその内容となります。
①本講義のアプローチ：「産業組織論」との違い
②「産業」とは何か：産業分類と産業構造
③「工業的産業」の特徴：「農業的産業」との違い
④「技術」とは何か：労働過程と生産様式
⑤機械工業の位置と構造：「工業統計表」を読み解く

事前学修 ①参考書１などから「産業組織論」について，また②「日本標準産業分類」については Web 検索し，概略を調べておく
こと。③「物質代謝」の意味，④「技術」の定義，⑤最新の「工業統計調査」を Web 検索し，概略を調べよう。

事後学修 授業の内容をノートに整理しておくこと。また「小テスト」に回答し，指定された期限内に GoogleClassroom にて提出
すること。

・対面授業

１回目
授業内容 ミクロ経済学による生産理論から，「規模の経済」の内容を説明します。また企業による「垂直統合」と他産業

への「多角化」，そして「範囲の経済」等の基礎概念を学びます。
事前学修 参考書１（第９章）などから「規模の経済」「範囲の経済」の内容を調べておくこと。
事後学修 授業の内容をノートに整理しておくこと。

２回目
授業内容

英・米の産業革命をたどり，今日の大量生産を支える技術的基礎と，結果としての「大企業体制」を確認します。
また「規模の経済」から「範囲の経済」への発展を，アメリカ自動車工業の寡占体制（フォード�vs�GM）の確
立から見ていきます。

事前学修 参考書２（第２章）などから「産業革命」の概略，また同書（第３章）などから諸概念の内容を調べておくこと。
事後学修 授業の内容をノートに整理しておくこと。

３回目
授業内容 ＭＥ（マイクロ・エレクトロニクス）技術によって引き起こされた，生産革命の仕組みを解説します。またME�

技術と「手の労働」との結合によって，今日のフレキシビルな生産システムが発展していることを見ます。
事前学修 「ME 革命」を Web 検索してみよう。またフレキシブルな生産システムが何故必要とされるか考えてみよう。
事後学修 授業の内容をノートに整理しておくこと。

４回目
授業内容 日本型生産システムの代表とされる「トヨタ生産システム」の特徴を解説します。また電子機器組立工程で広がっ

たセル生産方式と，自動車工業にも普及し始めたモジュール化の動きを見ていきます。
事前学修 参考書２（第４章）などから「トヨタ生産システム」について調べておくこと。
事後学修 授業の内容をノートに整理しておくこと。

５回目
授業内容 日本型サプライヤー・システムを代表する，「系列」と「下請」の概念を説明します。また今後の学習のために，

「取引コスト論」の概要を紹介します。
事前学修  それぞれの概念の内容，とくに「取引コスト」について Web 等で調べておくこと。
事後学修 授業の内容をノートに整理しておくこと。

６回目
授業内容 全体のまとめをした後，試験および解説を行います。
事前学修 前回の授業内で示した重要項目や注意点に従い試験準備すること。
事後学修 自らの答案と解説を比較検討し，今後の課題を明らかにすること。

講座内容（シラバス）�
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情報概論                            高橋 文行 

◆授業概要 

IT化が進んだ現代社会では、ITに関する基礎知識や活用能力を備えた人材が求められてい

る。本講義では、「ITパスポート試験」の資格取得を目指し、コンピュータに関する基礎的

な理論知識や現代の経済・経営に欠かせないセキュリティ、ネットワークなど ITを活用す

る技能がバランスよく習得できる。できるだけ身近な事例を用いて IT技術を解説するよう

に心掛け、実務経験から得た知識を具体例として挙げる。 

◆学修到達目標 

「ＩＴパスポート試験」のテクノロジ系について学習し、次の内容を習得することを目標

とする。 

１．コンピュータに関する基礎的な理論及びコンピュータシステムの説明ができる。 

２．コンピュータで扱う技術要素について列挙し、その特徴を説明できる。 

３．ネットワーク、情報セキュリティに関する基礎知識を身に付ける。 

◆授業方法 

・オンデマンド 

オンデマンド授業の動画は各回共に三分割されている。講義動画視聴時間と問題解答時間

を設けている。動画での学修内容は必ずノートに取り、理解する。また、動画内で演習課

題の指示があった場合は、該当箇所を確認する。視聴後は、数回の課題提出を求めるので、

ノートを確認しながら、氏名、学生証番号を記して Google Classroom上で提出する。 

・対面授業 

講義形式と演習の両方を行う。講義形式では重点ポイントを解説する。理解度を深めるた

め、コンピュータを用いて情報処理技術者試験の過去問を中心に演習を行う。授業の内容

をノートに整理すること。 

◆履修条件 

特になし。本講義では PCを利用する。 

◆成績評価基準 

最終課題（５０％)＋演習課題（５０％）により総合的に評価する。授業中の質疑応答には

終評価で加点する。 

◆教科書 

必要に応じて資料を配布する。演習用 ITパス試験の過去問は授業中で指示する。 

◆参考書 

『ITパスポート試験』のテキスト（各社）。 

◆授業相談先（連絡先） 

オンデマンド授業においては Google Classroom上にて行う。 

その後は、対面授業の初回に案内する。 
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◆授業計画 

オンデマ

ンド 

授業内容 

1 オンデマンド授業の進め方、ITパスポート試験的紹介 

2 インターネットサービスの仕組み 

3 コンピュータの構成要素 

4 コンピュータシステムの仕組み・ハードウェア 

5 コンピュータシステムの仕組み・ソフトウェア 

事前学修 

 日頃から多くの情報技術に興味を持つように、インターネット

など身近なサービスの仕組みを理解しておくこと。また、コンピ

ュータシステムの仕組み・ハードウェア、ソフトウェアは前もっ

て考えておくこと。 

事後学修 

 オンデマンド配信動画の内容をノートに整理すること。課題提

出の際に、氏名、学生証番号を記して Google Classroom上で提

出すること。 

対面授業 

１回目 

授業内容 ・対面授業の進め方 

事前学修 ・オンデマンド授業の確認と復習 

事後学修 ・コンピュータシステム 

対面授業 

２回目 

授業内容 

 オンデマンド授業で学んだ内容をノートで再確認し、コンピュ

ータの基本的な構成と役割、システム構成の特徴を復習するこ

と。 

事前学修  配布資料を読んで、授業内容を再確認し理解しておくこと。 

事後学修 ・情報に関する理論（情報量の単位、ディジタル化、AI） 

対面授業 

３回目 

授業内容 ・データの利活用  

事前学修 ・統計の基礎 

事後学修 
 配布資料を確認し、アナログとデジタルの特徴や統計量の概念

について調べておくこと。 

対面授業 

４回目 

授業内容 
 今回の授業内容をノートに整理し、配布資料を読んで、授業内

容を再確認し理解しておくこと。 

事前学修 ・マルチメディア（マルチメディア技術、応用） 

事後学修 ・データベース方式、設計、データ操作など 

対面授業 

５回目 

授業内容 
 配布資料に目を通して、マルチメディアの代表的なファイル形

式の特徴を理解する。 

事前学修 
 今回の授業内容をノートに整理し、配布資料を読んで、授業内

容を再確認し理解しておくこと。 

事後学修 ・ネットワーク方式、通信プロトコル 

対面授業 授業内容 ・情報セキュリティ、管理、対策・実装技術 
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６回目 
事前学修 

配布資料に目を通しておくこと。情報セキュリティ技術の現状を

理解しておくこと。 

事後学修 今回の授業内容をノートに整理、確認し、理解しておくこと。 
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総合科目Ⅰ～Ⅵ                           鍋本 由徳 

◆授業概要 

「自主創造の基礎１」では，大学生としての基本的な資質を育成することをねらいとした，日本大学全

ての学部で実施する共通科目として設定されました。この科目は，各学部・学科専攻の専門教育の前提

となる基礎教育ではなく，社会人として学修することの意義やその在り方について理解できるようにな

ること，「学び続けていく力」をつけるために設けられました。日本大学では，それを「自主創造型パー

ソン」と呼称しています。「自主創造型パーソン」を実現するために必要な知識・技能・姿勢を，オンデ

マンドと対面（一部グループ活動）を通じて学びます。 

◆学修到達目標 

"一般目標：日本大学教育憲章の「自主創造」を構成する 3 つの構成要素及びその能力を学修スキルの

修得を通して理解し,グループの一員として課題に取り組む能力を身に付ける。 

行動目標：①「日本大学マインド」と「自主創造」の 3つの構成要素及びその能力を説明できる，②予

習の内容をもとにグループ討議で論理的・批判的に意見を述べ，解決策を討議できる，③コミュニケー

ションを通じて相互理解，相手を尊重できる，④自己・他者の評価をもとに振り返りができる，⑤効果

的なプレゼンテーションができる。" 

◆授業方法 

・オンデマンド 

事前に指示された動画をみて，各自で課題に取り組んで受講してください。オンデマンドの授業は「講

義形式」となりますが，この期間にも毎回課題が出されます。この課題は対面授業時に必要な「資料」

として利用します。よって課題に取り組んでいない（課題未提出）場合は，対面授業のグループ作業を

止めてしまうなどの影響を与えます。必ず各回の課題に取り組み、その成果物を提出してください。 

・対面授業 

事前に指示された課題に取り組んで受講してください。授業では，講義形式のほか，アクティブ・ラー

ニングの形態で進めます。双方向かつ対話型でおこなう「学生参加型」ですので，受け身ではない能動

的な活動となります。基本的には「個人ワーク」，「グループワーク」，「発表・共有」を繰り返します。

対面初日にグループ分けをします。欠席の受講生がいるとグループ作業が成立せず，以後の学修・成果

発表に影響が出ます。受講する場合は，必ず全ての授業に出席できることを確認した上で受講してくだ

さい。 

◆履修条件 

以前に，「総合科目Ⅰ～Ⅵ」を「自主創造の基礎１」の内容で単位修得した人は，担当者・授業計画の異

同を問わず，受講することはできません。 

◆成績評価基準 

"課題設定，問題探究，グループ内における議論，成果のまとめなどを総合的に判断して評価を行いま

す。 

事前学修・事後学修での提出物（30％），当日の作業シートやプロダクト・報告（50％），相互評価や授

業参画度（20％）で評価します。なお，全回出席を 100%の評価の前提とします。" 
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◆教科書 

毎時間，作業シートを配付します。 

『ミライヲツクル Learning Guide』 日本大学（※大学ホームページ FD推進センター PDF） 

◆参考書 

授業中に適宜紹介します。 

◆授業相談先（連絡先） 

開講時に指示します。 

◆授業計画 

オンデマ

ンド 

授業内容 

●スタートアップ（この授業のねらい・展開・到達点） 

●大学で学ぶとは ―日本大学とは― 

●大学で学ぶとは ―日本大学の通信教育部のあゆみ― 

●大学での学修で必要なこと 

●大学での学修で必要なこと ―通信教育部での学修― 

事前学修 

各単元において指定した事前学修シートの課題に取り組み，指定

された期間中に提出する。『学修要覧』（通信教育部）や『ミライ

ヲツクル Learning Guide』（日本大学ホームページ FD推進セ

ンターー）を熟読しておく。 

事後学修 

各単元において学んだ内容を整理し，当該単元で理解できなかっ

た点を動画や資料で補う。指定した事後学修シートの課題に取り

組み，指定された期間中に提出する。 

対面授業 

１回目 

授業内容 "●図書館の効果的な利用と情報収集 

事前学修 ●情報収集と整理・編集 ―ノートテイク―" 

事後学修 

指定した事前学修シートの課題に取り組む（授業当日必ず持参す

る）。自身の作成している講義ノート（オンデマンド授業・対面

問わない）を見て、自身の受講姿勢の特徴を把握しておく（自身

が受講している講義のノート〔科目不問〕を１冊持参する）。 

対面授業 

２回目 

授業内容 
配付資料とノートを読み返し，学んだ内容を実践する。当日の講

義ノート，過去の講義ノートを比較しながら，改善策を考える。 

事前学修 "●コミュニケーションの基本要素 

事後学修 ●論理的な文章を書く ―文章を要約すること―" 

対面授業 

３回目 

授業内容 

指定した事前学修シートの課題に取り組む（授業当日必ず持参す

る）。コミュニケーション力とは何か、必要な資質についてまと

めておく。事前に配付された資料を読み，事前課題に取り組んで

おく。 

事前学修 
配付資料とノート，当日の作業を振り返り，再度，自己評価する。 

当日の講義をふまえて，事前課題をやり直し，練度を上げる。 

事後学修 "●レポート作成の基礎 ―アウトラインの作成― 
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対面授業 

４回目 

授業内容 ●プレゼンテーションの方法 ―発表の準備―" 

事前学修 

指定した事前学修シートの課題に取り組む（授業当日必ず持参す

る）。事前に配付される資料を読み，レポート（または論文）の

基本ルールやプレゼン資料の作成ルールを把握し，課題作成（リ

ポート）に取り組む。 

事後学修 

当日の自己点検をふまえて，再度レポートを書き直し，修正して

いく。自身が作成したプレゼン素案を振り返り，より効果的な方

法を考える。 

対面授業 

５回目 

授業内容 "●グループ内プレゼンテーション ―発表の練習― 

事前学修 ●グループワーク ―テーマの決定と討論―" 

事後学修 

指定した事前学修シートの課題に取り組む（授業当日必ず持参す

る）。事前に配付された資料を読み，「話す」時の基本姿勢を把握

しておく。これまでに学んだ「学びの方法」を復習し，与えられ

た課題について考える。 

対面授業 

６回目 

授業内容 

当日の発表練習や相互評価をふまえ、高評価・低評価の点につい

てまとめておく。特に低評価の点は改善策を考える。当日のグル

ープワークで討論したことをまとめ、報告のアウトラインについ

て整理する。 

事前学修 ●グループワーク ―討論と準備― 

事後学修 

指定した事前学修シートの課題に取り組む（授業当日必ず持参す

る）。前週の内容を踏まえた報告のためのエビデンス収集をおこ

ない、当日人数分の資料を用意する。 
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英文法                               小澤 賢司 

◆授業概要 

無味乾燥な暗記から脱却し、「使える英文法」の修得を目指します。 

◆学修到達目標 

本授業では、以下の到達目標を設定します。 

①これまでに学習してきた（暗記してきたであろう）英文法のいくつかに焦点を当て、そ

の働きと有機的な関連性について理解し、活用することができる。 

②「英文学（英語学）」を専攻するものとして知っておかなければならない英文法の知識・

素質を身につけ、それらをわかりやすい言葉で説明することができる。 

◆授業方法 

・オンデマンド 

Google Classroom上に公開される授業動画を視聴し、その後、課題に取り組み、期限まで

に課題を提出してください。授業内容で不明な点がある場合、Google Classroom上に質問

を受け付ける場所を用意しておきますので、そちらに質問を書き込んでください。 

・対面授業 

オンデマンドでの学修を前提に、授業計画に示してある文法項目について解説と実践を通

して学んでいきます。ただし、受講者の様子（理解度）を見ながら進めていきますので、

授業計画はあくまで‘目安’とお考え下さい（変更が生じた場合はその際あらためてお伝

えします）。 

◆履修条件 

なし 

◆成績評価基準 

課題（25%）、授業参画度（25%）、試験（50%） 

◆教科書 

適宜、資料を配布します。 

◆参考書 

市販本『英文法解説』 江川泰一郎 第三版 金子書房 １９９１年 

市販本『英文法ビフォー＆アフター（普及版）』 豊永彰 南雲堂 ２００９年 

市販本『ジーニアス総合英語』 中邑光男・山岡憲史・柏野健次 大修館 ２０１７年 

◆授業相談先（連絡先） 

Google Classroom上、あるいは Googleフォームにて質問を受け付けます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2 / 3 
 

◆授業計画 

オンデマ

ンド 

授業内容 

授業概要の説明、なぜ英文法が必要か 

動詞の見極め：自動詞と他動詞 

押さえておくべき英文法項目 

品詞と文法（４大品詞）、文の構成要素（語・句・節）、相当語

句 

主語・述語・目的語・補語 

事前学修 

①本授業のシラバスをよく確認しておくこと 

②授業日初日の数日前までに Google Classroomの登録を済ませ

ておくこと（Google Classroomへの入り方、使い方等がわから

なければ教務課へ連絡） 

③Classroomの構成を確認し、配布資料がある場合、動画視聴

前に入手（ダウンロード）しておくこと 

事後学修 

①対面授業日までに各回の授業動画を繰り返し視聴しておくこ

と 

②不明な点や動画に不備があると思われる場合は、Classroom

上で質問すること 

対面授業 

１回目 

授業内容 

オンデマンド授業のおさらい 

名詞修飾系品詞：形容詞・前置詞・不定詞・分詞・関係代名詞

について、実践問題を通して理解を深める 

事前学修 

①Google Classroom から資料を入手（ダウンロード）しておく

こと 

②準備をしっかりして授業に臨むこと 

事後学修 本時の授業内容を復習し、日々の学修・実践に活かすこと 

対面授業 

２回目 

授業内容 
対面１日目の続き：名詞修飾系品詞について、より実践的な問題

を通してさらに理解を深める 

事前学修 
①Google Classroom から資料を入手（ダウンロード）しておく

こと 

事後学修 ②準備をしっかりして授業に臨むこと 

対面授業 

３回目 

授業内容 
文修飾系品詞：副詞・前置詞・不定詞・分詞について、実践問題

を通して理解を深める 

事前学修 
①Google Classroom から資料を入手（ダウンロード）しておく

こと 

事後学修 ②準備をしっかりして授業に臨むこと 

対面授業 

４回目 

授業内容 本時の授業内容を復習し、日々の学修・実践に活かすこと 

事前学修 
対面３日目の続き：文修飾系品詞について、より実践的な問題を

通してさらに理解を深める 
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事後学修 
①Google Classroom から資料を入手（ダウンロード）しておく

こと 

対面授業 

５回目 

授業内容 ②準備をしっかりして授業に臨むこと 

事前学修 本時の授業内容を復習し、日々の学修・実践に活かすこと 

事後学修 現在完了について、実践問題を通して理解を深める 

対面授業 

６回目 

授業内容 
①Google Classroom から資料を入手（ダウンロード）しておく

こと 

事前学修 ②準備をしっかりして授業に臨むこと 

事後学修 本時の授業内容を復習し、日々の学修・実践に活かすこと 
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〔西洋史概説 /西洋史概論〕� 荒木　洋育
◆授業概要　「西洋」地域は，現在の政治・経済の「世界標準」のほとんどの起源を持ち，同時に現在世界で最も激動の時代を迎えつ

つある地域でもある。この地域の歴史に関しては，中等教育の「世界史」の枠組みの中ではしばしば把握が分節的となり，かつ現
代史が手薄となりがちであるが，実際には総合的な理解，また 21 世紀の現在に至る把握が求められるであろう。本講義はこの問
題意識に基づき，西洋地域の歴史を一通り概観する。
◆学修到達目標　現代（21 世紀前半）に至る西洋（ヨーロッパに加えアメリカ等の地域も含む）の歴史の全体像を捉えることにより，

自身が関心を持つ個別の地域・時代についてもより大きな視野からの理解を深めることができる。また学問として「西洋史」を研
究する際に，出発点として最低限必要となる程度の基本的知識を，授業を通じ一通り身につけることができる。

◆授業方法
・オンデマンド

下記のように時代区分を設定し，授業動画の送信を行う。受講者の方々にはオンライン提出の課題と同時に対面時の口頭発表の
準備をしていただく。

・対面授業
下記のように時代区分を設定し，各回の中で更に細かく時期を区分して西洋諸地域の歴史を全体論，各地域の動向の二つの面か
ら概観する。毎回配布するプリントに基づいて授業を行うが，双方向的な授業を求める立場から，受講者の方々とコミュニケーショ
ンをとる時間を口頭発表など毎回設定するので，受講者の方々には能動的な受講姿勢を求めたい。

◆履修条件　なし
◆教科書　資料配布（Classroom） 資料配布
◆参考書 丸沼  『西洋世界の歴史』　近藤和彦編　山川出版社　1999 年

丸沼  『悪の歴史　西洋編（下）』　堀越孝一編　清水書院　2018 年
◆成績評価基準　平常点（50％），試験（50％）。平常点については２/ ３以上の出席（オンラインは時間内の閲覧をもって出席と

する）を前提とし，オンライン提出課題，口頭発表，対面授業時小レポート（１回）を対象として評価を行う。
◆授業相談（連絡先）：Classroom 上にて行う
◆授業計画〔各90分〕
・オンデマンド

授業内容

西洋古代・中世の展開　　以下の順番に従い，５回分のファイルを発信する。
①地域としての「西洋」の定義，特徴，また「西洋史」で用いる史料とその変遷
②「古代統一帝国」＝「ローマ帝国」までの古代地中海世界の歴史
③「ローマ帝国」衰亡から「西欧」「東欧」各世界の成立
④「教皇」「皇帝」を軸とする西洋中世世界の成立
⑤中世盛期における西洋各地域の展開
⑥「中世末の危機」からルネサンス，大航海時代の開始＝近世への移行

事前学修 各回の配布教材は映像発信の数日前に発信するので，それを使用して予習し，参考書の該当箇所を読んでおくこと。

事後学修 （各回につき）配布教材の内容を復習すること。オンライン提出分の課題を作成・提出し，対面授業開始後の口頭発表の準
備をしておくこと。

・対面授業

１回目
授業内容

16世紀の西洋世界
世紀前半についてはルネサンス，宗教改革，大航海時代の展開について説明する。世紀後半については「ス
ペインの時代」を「西洋世界の拡大」と「新旧両宗派の抗争」の二つの側面から説明する。

事前学修 参考書のあらかじめ指定した箇所について読み，口頭発表の場合はその準備をしておくこと。
事後学修 配布教材の内容を復習し，予習作業として指定した語句について検索・調査すること。

２回目
授業内容

西洋近世の展開
三十年戦争とウェストファリア条約（1648年）による西洋「主権国家体制」の成立，および英仏の対立を
軸に大陸，植民地を舞台とした各主権国家の競合，興亡について説明を加える。「バロック」から「ロココ」
への変遷を中心とした文化面の展開についても説明を加えたい。

事前学修 参考書のあらかじめ指定した箇所について読み，口頭発表の場合はその準備をしておくこと。
事後学修 配布教材の内容を復習し，予習作業として指定した語句について検索・調査すること。

３回目
授業内容

西洋近代の始まり：大西洋二重革命
「大西洋二重革命」＝アメリカ独立戦争，フランス大革命，産業革命の展開を説明する。更にそれに伴う社会・
経済体制の変化，また国家関係の再編成＝「ウィーン体制」の性格についても説明を加えたい。

事前学修 参考書のあらかじめ指定した箇所について読み，口頭発表の場合はその準備をしておくこと。
事後学修 配布教材の内容を復習し，予習作業として指定した語句について検索・調査すること。

４回目

授業内容

19世紀後半：「西洋の覇権」の時代
「革命の年」1848年から第一次世界大戦に至る時期を「西洋の覇権の時代＝全盛期」ととらえ，各国民国家
の成立とその興亡，「第二次産業革命」とその経済や社会への影響，帝国主義とそれによる「世界分割」＝植
民地獲得と各国間の緊張の激化について説明を加えたい。

事前学修 参考書のあらかじめ指定した箇所について読み，口頭発表の場合はその準備をしておくこと。

事後学修 配布教材の内容を復習し，予習作業として指定した語句について検索・調査すること。期末試験についての準備を進めて
おくこと。

５回目

授業内容
20世紀の西洋世界：世界戦争の時代
20世紀を「世界戦争の時代」「米国の時代」としてとらえ，二つの世界大戦の背景・経過・影響，そして世
紀後半の「米ソ冷戦」＝自由主義と共産主義の対立と秩序化の歴史事象としての意義について説明を加える。

事前学修 参考書のあらかじめ指定した箇所について読み，口頭発表の場合はその準備をしておくこと。

事後学修 配布教材の内容を復習し，予習作業として指定した語句について検索・調査すること。期末試験についての準備を勧めて
おくこと。

講座内容（シラバス）�
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６回目
授業内容

現代の西洋世界：競合と変容，情報革命
冷戦終結後，現在（2021年）までの西洋世界の流れをとらえ，今後の見通しについても触れる。後半に試
験を行う。

事前学修 参考書のあらかじめ指定した箇所について読み，口頭発表の場合はその準備をしておくこと。
事後学修 配布教材の内容を復習しておくこと。
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〔現代教職論〕� 古賀　徹
◆授業概要　「理想とする教師像」とはどのようなものか。本授業では，教職の意義，教員の資質，および教員の役割，教員の職務内

容等に関する理解を深めることをねらいとしている。特に現代の教育の現実的問題に焦点をあてて考えていくことにより，受講者
が教職への意識を高めていくようにとしていきたい。
◆学修到達目標　次の事項について理解を深め，教員としての意識を高めることができる。さらに教育者としての責務を認識し，ふ

さわしい行動をとることができるようになる。①教職の意義とは何か。②教員に必要とされる資質・能力とは何か。③学校教育と
いう独特の社会における意義や教員の同僚性について。④教員の職務や身分上の問題について。⑤生徒の成長・発達差の理解。【以
上を，歴史的，国際的，および現代の課題という点から作成した教材により考え，理解を深める】　学修者は，以上の学びにより教
員に必要とされる資質・技能が何であるかを考え深め，それを自身の課題としてとらえ，他者に説明することができるようになる。

◆授業方法
・オンデマンド

オンデマンド教材を視聴し，Google Classroom 上の設題に取り組む。とくに対面授業のための「反転授業」としての役割を意
識して，教材を作成する。

・対面授業
講義形式を中心とするが，アクティブ・ラーニング型の授業方式もとりいれるかについては検討する。アクティブ・ラーニング
形式は，通常であれば個人の活動からペア学習，３人組み，４人組みと，授業回数毎に複雑さを増すようにし，取り扱う課題に
ついても具体的で簡易なものから複雑で抽象的なものへと組み替えていく。今年度はそれがどの程度できるのかが課題となる。
できる環境や条件を大学が整えることができない際はご容赦いただきたい。とにかく「教員集団としての考え方」という最終目
標に近づいていけるように講義全体をデザインしていく。活動・学習ごとにワークシート（ミニレポート）を書くこととそのフィー
ドバック（次の回）により，さらに学習効果があがるよう試みる。事後学修では説明文を中心に人前で話すための文章作成に取
り組んでもらう。その説明文をもとに最終回で仮想集団面接のような発信の機会をつくる。

◆履修条件　なし
◆教科書
◆参考書
◆成績評価基準　この授業の評価は，授業への参加（グループ学習含む），提出物・課題，試験成績の総合的評価とする。出席状況

の悪いもの，課題未提出の場合は評価を行なわない。
◆授業相談（連絡先）：Classroom 上にて行う
◆授業計画〔各90分〕
・オンデマンド

授業内容

①講義の全体の流れについて解説
②答申等で求められる「理想の教師像」
③最近の子ども事情（非行・刑法犯）
④最近の子ども事情（いじめ問題）
⑤最近の子ども事情（不登校）

事前学修
オンデマンド教材では①②で「教員の資質・能力として何が求められているのか」について学ぶ。資料や考えていただく
設題を用意するので，その問いについて考え，調査等を行っていただきたい。③④⑤も社会学的データに関心をもつため
の授業なので，関連する事項やデータを調べ，自分なりに「問題点の把握」を行っていただきたい。

事後学修
教材の①②の間で関連のある事項を調べ，自分で整理する。また①と③④⑤の間で関連する問い（残された課題）につい
て考え深め，自分の「教員」としての判断基準（核）をつくることができるようにする。その学修時間として使っていた
だきたい。

・対面授業

１回目

授業内容 対面授業の展開について説明。①教育における「他者理解能力」とは何か。②教員生活と研修の記録から。

事前学修 オンデマンド教材で学修したことをまとめて臨む。①「わかる」（理解する）とはどのようなことか。その説明概念を（複数）
考えておく。②教員と生徒との関係性に関するイメージすることを手元に「複数」書き出しておく。

事後学修 学校でのコミュニケーションの意味や意義について（短い論述で）まとめる。

２回目

授業内容 「チーム学校」とは何か。①学校外活動を行う教員チームという観点から考える。②チーム学校に関する文部科学大臣の文章等（資料）を読み，必要とされる理由を理解する。

事前学修 「チーム学校」に関する情報を整理しておく。文献や web 上の資料の論点を読んで理解しておくというレベルでもよい。
新しい問題なので，関連する文献や記事は多くある。数点を読んで，意味（概要）をつかんでおくこと。

事後学修 授業で紹介された事例や資料の記述内容で，疑問点や興味をもった点を調べて，自身のノートにまとめていく作業を行う。

３回目

授業内容 「教員養成の仕組み」を理解する。①教師観・教員養成の歴史的変遷。②諸外国における教員養成の仕組み。

事前学修 教員養成に関する歴史的な概説が記された文献等を読んでおく。また日本以外の国の「教育（学校）」についてイメージで
きることをメモとしてまとめておく。

事後学修 ①と②の学修の結果として，「歴史的視点」と「欧米との比較」という二つの視覚から考えて，日本の教員養成を評価・講
評できる文章を執筆できるようにする。

４回目

授業内容 「教員」の法律・法令・制度上の位置づけを理解する。①各種審議会の答申や審議事項を読み，求められる教師像を理解する。②教育基本法の改正に示された「教員」像とその意義を理解する。

事前学修 各種の文献や web で入手可能な複数の「法令」類を一読しておく。とくに関連する審議会答申等について読み取れたこと
をメモとして用意しておく。

事後学修 「教員に求められる資質・能力」の法令上における変化について文章で示すことができるようにしておく。教育基本法の改
正の「前後」で何が変わったのか，どのような可能性があり得るのかを論述できるようにしておく。

５回目

授業内容 最近の子どもの事情をデータから読み取り，その対応を考える。①子どもの問題行動。②子どもの進路相談・
傾向等について。

事前学修 オンデマンド教材③④⑤で基本的な（大きな）データの読み方を説明しているが，その事後学修で学び深めたことを授業
でコメントできるように文章化しておく。

事後学修 「生徒理解」と「適切な早期対応」という「自分の教員としての対応方針」を論述できるようにしておく。そのことによっ
て面接時などで，自身の方針として主張することが可能となる。

講座内容（シラバス）�
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６回目

授業内容 「教育実習」現場（学校）により求められる「次代の教師像」とはどのようなものか。

事前学修 各々の教科ごとの授業イメージをメモとしてまとめておく。また前回までの課題を見直し，それぞれ１分間で話せるレベ
ルでの要約を準備する。

事後学修 学修した内容を自身で整理する。
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〔博物館展示論〕� 岡部　幹彦
◆授業概要　展示について，ICOM の博物館定義にある「有形，無形の人類の遺産とその環境」をキーワードに，ヒト，モノ，コト

と環境，時間軸，空間軸の間に成立する相互の関係性を捉え，展示の本質的な意味を理解するとともに，展示準備プロセスの実際
を学び， 展示に係る基礎的な知識と能力を身につける。担当者の博物館学芸員としての経験をもとに，国内外の多くの事例を紹介・
評価し，展示の理論と実務を理解する授業を行う。

◆学修到達目標　１．展示テーマとこれを成立させる資料構成を企画立案することができ，観覧者の主体的で能動的な“観る”行為
を引き出す展示計画を立案できる。２．企画立案から展示・撤去までの具体的な作業とその手順を理解し，これを計画することが
できる。３．モノの展示と情報の提供との関係を理解した解説資料を作成することができる。

◆授業方法
・オンデマンド

各回とも配信する講義動画を視聴することにより授業を行う。また，各講義動画に対応する講義資料を事前に配信する。視聴時
に参照し，メモを取るとともに，視聴後の学習に利用する。要点確認の小レポートを求める。

・対面授業
毎回の授業時に講義資料を配布し，PowerPoint を用いて講義形式で進行することを基本とする。積極的な学修姿勢と理解を促
すため，適宜テーマを設けて発言を求める。展示に係る映像資料等を用いて多角的な視点からを授業を進める。

◆履修条件　令和２年度夜間スクーリング（春期）『博物館展示論』（岡部幹彦）との積み重ね不可。
◆教科書　資料配布（Classroom） 各授業時に講義資料として配信・配布する。
◆参考書　通材  『博物館概論　Y20300』　通信教育教材（教材コード 00092）
◆成績評価基準　オンデマンド授業における小レポート（20%），対面授業における授業への参画度（20%），試験（60%）
◆授業相談（連絡先）：e-mail:hey_miki@hotmail.co.jp
◆授業計画〔各90分〕
・オンデマンド

授業内容

動画１の内容：ガイダンスとして授業の進め方、授業に臨む姿勢、留意点等、授業に関して必要な事項の説明
を行う。また、博物館の定義・機能と展示、統計に見る博物館像、展示の歴史、ICOMの定義と展示の事例、
について学ぶ。

動画２の内容：博物館の種類と展示の形式・種類、野外展示、動態展示、生態展示、再現展示、収蔵展示、総
合展示、体験型展示などについて解説する。

動画３の内容：観覧行為の３つの側面、《観る》《知る》《体験する》、望ましい観覧について解説する。
動画４の内容：能動的な観覧と受動的な観覧、能動スイッチONのトリガーについて解説し、あわせて観覧者
を能動的観覧に導く展示事例について紹介する。

動画５の内容：浮世絵版画のヒト・モノ・コト・環境の分析をつうじて展示を構成すること、展示テーマとは、
などについて解説する。

各動画に対応する講義資料を事前に配信するので、動画視聴の前後に熟読し、理解を深めること。

事前学修

・都内の特色ある企業博物館とその展示内容を調べておく。
・フィールドミュージアムの事例を探し、その特色を理解する。
・美術館と文学館の観覧行為に差違があるか考えておく。
・海外の博物館のウェブサイトを閲覧し、特色のある展示を探す。
・展覧会図録を閲覧し、資料構成と展示テーマについて考察し、ノートに記録する。

事後学修

・事前学習で調べた都内の博物館について、展示の特色を整理する。
・フィールドミュージアムの現状を調べ、課題を整理する。
・資料分野と《歴史的価値》《学術的価値》《芸術的価値》について整理する。
・自らの関心にもとづいて展示テーマを立て、それを構成する代表的な資料数点を挙げて展示を考える。

・対面授業

１回目

授業内容
１．展示の企画立案とテーマ・サブテーマ、企画決定のプロセス、展示企画書の作成について、企画展準備作
業とその流れ、展覧会の構想と検討項目、企画立案シートの作成、企画書の作成などについて解説する。

２．展示の環境と資料保存、ファシリティーレポートについて学ぶ。

事前学修 ・絶対湿度と相対湿度について調べ、理解しておく。
・資料保存に必要な事項を調べ、整理しておく。

事後学修 ・オンデマンドの事後学修で立てた展示テーマと構成する代表的な資料をもとに、企画立案シートを作成する。

２回目

授業内容

1．展示の方法と技術、展示計画の作成、展示と支持具、展示における演出、照明とその効果について解説する。
あわせて展示機材・用具について紹介する。

２．展示の実際 (1)：展覧会開催要項の作成、開催形態と経費負担、実務上の検討事項、日本の展覧会の特殊性
などについて解説する。

事前学修
・展示を観覧し、資料と観覧者の安全、展示効果などがどのように工夫されているかを観察しておく。
・博物館ウェブサイトの企画展案内や展覧会図録などにより、いくつかの展覧会の主催者、共催者、後援、協力、協賛な

どを調べておく。

事後学修 ・展覧会図録・ウェブサイト等を閲覧し、開催要項を再現的に作成する。
・事前学修で調べた主催者、共催者には、美術館、博物館以外にどのような組織があるか整理しておく。

３回目

授業内容

１．展示の実際 (2)：借用から返却までの主な事項（事務作業の流れと資料を中心とする流れ）、輸送の実際、
展示作業の流れ、海外展の輸送と展示について解説する。

２．展示の実際 (3)：カタログ・各種印刷物の制作、図録制作作業の流れ、図録の構成、ページ立て、紙の種類
と性質、文字校正と色校正、などについて解説する。

事前学修 ・学芸員が輸送に同行する目的・理由を考えておく。
・一冊の図録の構成について調べ、一覧表にしておく（図版、論文のみでなく、表紙、謝辞や奥付を含む全てのページ）。

事後学修 ・事前学習で調べた図録の構成について、ページ立て表を作成する。

講座内容（シラバス）�

オープン受講：不可
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４回目

授業内容
１．展示と情報 (キャプション・解説パネル・画像情報 )、音声ガイド、モバイルデバイスによる情報提供、マ
ルチメディア時代における展示と映像の課題について事例を紹介し、解説する。

２．展示のリスクマネジメント、総合的なリスクマネジメント、民間保険と国による補償制度について学ぶ。

事前学修
・博物館や観光地等のスマートフォンを用いた情報提供システムについて調べておく。（SNS、ウェブサイト上での一般的

な方法での情報提供を除く）
・「動産総合保険」について調べておく。

事後学修 ・一点の有形文化財を選び、その解説文を 250 字以内にまとめる。ただし、観覧者がモノそのものを能動的に観て、気づ
き得ることを促す解説とする。

５回目

授業内容

１．展示と関連法規：文化財保護法、銃砲刀剣等所持取締法、海外美術品等公開促進法、著作権法等について
解説する。

２．海外の展示から学ぶわが国の博物館の課題：海外の展示事例を多数紹介し、そこに示された理念・理論に
ついて解説する。

事前学修 ・《著作権なるほど質問箱》(https://pf.bunka.go.jp/chosaku/chosakuken/naruhodo/index.asp) の Q ＆ A を読み、
基本事項を理解しておく

事後学修 ・文化財保護法の第三者公開について要点を整理しておく。

６回目

授業内容
１．これまでの授業の振り返りと要点のまとめ
２．【試験】
３．総括とミュージアムリテラシー

事前学修 ・毎回の講義資料を再読し、主要項目の目次または INDEX を作成する。

事後学修 ・講義内容の記憶が鮮明なうちに、博物館の展示を観覧し、展示論の視点から多角的に捉え、評価を加えてノートにまと
めておく。
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〔英語　Ｂ〕� 北原　安治
◆授業概要　五文型に基づき，英文の構造を把握して初学者でも正しい訳ができるようになる。

前期 ･ 後期の連続受講が望ましい。テキストの第６章「カナダ」をやる。
◆学修到達目標　全体的に英文の構造が理解できるようになり，文の構造に基づいた正しい和訳ができるようになる。五文型の基本

理解，自動詞と他動詞の区別，目的語と補語の区別，完了形の理解，仮定法の理解など基本文法が理解できるようになる。
◆授業方法
・オンデマンド

前半は英語関連の動画を視聴する。英文法，発音，英会話，英米文化に関する動画を見る。後半は指定範囲の英文の音読，文法
解説，構文解説，和訳などをテキストに即して学習する。課題が出された場合はその正解と解説は講義動画で行う。課題をいつ
やるかはグーグルクラスルームで知らせる。

・対面授業
前半は英語関連の動画を視聴する。英文法，発音，英会話，英米文化に関する動画を見る。後半はテキストの指定範囲の英文の
音読を行い，文法解説，構文解説，和訳などを板書して，学習する。

◆履修条件　なし
◆教科書 丸沼   『Major Countries in the World ～世界の主要国～』小泉和弘編，鳳書房（Tel/Fax（03）3483 － 3723） 

この本は講義で使う。
◆参考書 丸沼  『ロイヤル英文法』　綿貫陽　旺文社　2000 年　1,890 円。この本は講義では使わない推薦英文法書。
◆成績評価基準　オンデマンド授業で出される課題は評価対象であるのですべて提出すること（全体の 20％）。小テスト（全体の

20％）。最終試験（全体の 60％）。
◆授業相談（連絡先）：fra3in5@yahoo.co.jp
◆授業計画〔各90分〕
・オンデマンド

授業内容

最初の２週はオンデマンド講義。
英語・英米文化関係映像視聴。
第６章「カナダ」の英文構造と和訳の説明動画視聴。
基本英文法の確認。
自動詞・他動詞の区別の理解。
目的語・補語の区別の理解。
句・節の区別の理解。

事前学修 第６章「カナダ」の英文をノートに書き写す。（２週で 15 行ほど）。単語を調べて自分なりの和訳をする。
事後学修 予習段階の和訳と講義の和訳を比べてどこが間違ったか確認する。課題がある場合は課題をやる。

・対面授業

１回目
授業内容 講義の進め方の説明。英語・英米文化関係映像視聴。第６章の英文構造と和訳の説明。面接での５文型の確認。
事前学修 第６章「カナダ」の英文をノートに書き写す。（15 行ほど）。単語を調べて自分なりの和訳をする。５文型の予習。
事後学修 予習段階の和訳と講義の和訳を比べてどこが間違ったか確認する。５文型の復習。

２回目
授業内容 英語・英米文化関係映像視聴。第６章の英文構造と和訳の説明。文の種類の確認
事前学修 第６章「カナダ」の英文をノートに書き写す。（15 行ほど）。単語を調べて自分なりの和訳をする。文の種類の予習。
事後学修 予習段階の和訳と講義の和訳を比べてどこが間違ったか確認する。文の種類の復習。

３回目
授業内容 英語・英米文化関係映像視聴。第６章の英文構造と和訳の説明。群動詞の確認。
事前学修 第６章「カナダ」の英文をノートに書き写す。（15 行ほど）。単語を調べて自分なりの和訳をする。群動詞の予習。
事後学修 予習段階の和訳と講義の和訳を比べてどこが間違ったか確認する。群動詞の復習。

４回目
授業内容 英語・英米文化関係映像視聴。第６章の英文構造と和訳の説明。冠詞・名詞の確認。第７章に進む場合もある。

第６章最後の練習問題はやらない。
事前学修 第６章「カナダ」の英文をノートに書き写す。（15 行ほど）。単語を調べて自分なりの和訳をする。冠詞・名詞の予習。
事後学修 予習段階の和訳と講義の和訳を比べてどこが間違ったか確認する。冠詞・名詞の復習。

５回目

授業内容 英語・英米文化関係映像視聴。第６章の英文構造と和訳の説明。関係代名詞と関係副詞の確認。第７章に進む
場合もある。第６章最後の練習問題はやらない。

事前学修 第６章「カナダ」の英文をノートに書き写す。（15 行ほど）。単語を調べて自分なりの和訳をする。関係代名詞と関係副詞
の予習。

事後学修 予習段階の和訳と講義の和訳を比べてどこが間違ったか確認する。関係代名詞と関係副詞の復習。

６回目
授業内容 英語・英米文化関係映像視聴。第６章の英文構造と和訳の説明。文法事項のまとめ。最終試験と解説。
事前学修 学習した構文・基本文法事項のまとめ。
事後学修 学んだ文法事項を参考書などで再確認する。

講座内容（シラバス）�
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〔民法Ⅱ〕� 根本　晋一
◆授業概要　物権法総論，占有権，所有権，用益物権（地上権，永小作権，地役権，入会権），法定担保物権（留置権，先取特権），

約定担保物権（質権，抵当権），非典型担保，のうち，用益物権あたりまでを学修する。
◆学修到達目標　民法学における物権法の位置づけ，物権と債権の異同，物権に関する主要な論点を理解する。併せて，授業概要の

箇所で示した専門用語を，具体例を用いて説明できるようになる。
◆授業方法　講義形式（オンデマンドを含む）を採用する。社会情勢の変化，法改正，新判例の追加などにより，シラバス（授業計画）

どおりに進まないこともあり得る。板書を多用し，ノートを作らせ，勉強の仕方を教えるので，ノートをしっかりと録取すること。
◆履修条件　根本の民法Ⅱ（後半）と，根本以外の民法Ⅱとの積み重ね可
◆教科書　指定しない
◆参考書　通材  民法Ⅱ（通信教育教材）
◆成績評価基準　全回出席（視聴を含む）を前提として，筆記試験または当授業終了後に提出するレポートの評価点 80%，授業態

度や質疑応答 20%。オンデマンドの場合は筆記試験等の評価 100％。
◆授業相談（連絡先）：Classroom 上にて行う
◆授業計画〔各90分〕

１回
授業内容 GD，【物権法総論】物権の意義，直接支配性，排他性など
事前学修 必要なし
事後学修 その日のうちの板書事項の読み込み

２回
授業内容 物権の債権に対する優先的効力（売買は賃貸借を破る），物権的請求権，対抗力など
事前学修 その日のうちの板書事項の読み込み
事後学修 前回授業時の板書事項の再確認

３回
授業内容 物権と債権の異同，物権法定主義と契約自由の原則など
事前学修 その日のうちの板書事項の読み込み
事後学修 前回授業時の板書事項の再確認

４回
授業内容 物権変動，意思表示に基づく物権変動，意思表示に基づかない物権変動など
事前学修 その日のうちの板書事項の読み込み
事後学修 前回授業時の板書事項の再確認

５回
授業内容 物権変動意思主義の原則，形式主義との違いなど
事前学修 その日のうちの板書事項の読み込み
事後学修 前回授業時の板書事項の再確認

６回
授業内容 物権変動公示の原則，公信の原則，動産物権変動と不動産物権変動など
事前学修 その日のうちの板書事項の読み込み
事後学修 前回授業時の板書事項の再確認

７回
授業内容 不動産物権変動と登記，登記を必要とする物権変動など
事前学修 その日のうちの板書事項の読み込み
事後学修 前回授業時の板書事項の再確認

８回
授業内容 民法第177条における「第三者」の意義，実体的無権利者，背信的悪意者，不法行為者を含むのか？
事前学修 その日のうちの板書事項の読み込み
事後学修 前回授業時の板書事項の再確認

９回
授業内容 動産物権変動と占有（引渡し），即時取得とその例外，【占有権】など
事前学修 その日のうちの板書事項の読み込み
事後学修 前回授業時の板書事項の再確認

10 回
授業内容 【所有権】所有権絶対の原則，完全物権と制限物権，相隣関係，所有権の効力など
事前学修 その日のうちの板書事項の読み込み
事後学修 前回授業時の板書事項の再確認

11 回
授業内容 所有権の取得原因，原始取得と承継取得，国庫帰属，無主物先占，遺失物拾得，遺失物法，埋蔵物発見など
事前学修 その日のうちの板書事項の読み込み
事後学修 前回授業時の板書事項の再確認

12 回
授業内容 添付，附合，混和，加工，その効果など
事前学修 その日のうちの板書事項の読み込み
事後学修 前回授業時の板書事項の再確認

13 回
授業内容 共有，狭義の共有，合有，総有，共有物の保存，管理，変更，準共有，建物区分所有法など
事前学修 その日のうちの板書事項の読み込み
事後学修 前回授業時の板書事項の再確認

14 回
授業内容 【用益物権】地上権，借地借家法との関係など
事前学修 その日のうちの板書事項の読み込み
事後学修 前回授業時の板書事項の再確認

15 回
授業内容 地役権，永小作権，入会権，民法Ⅱ（前半）の補遺とおさらいなど
事前学修 その日のうちの板書事項の読み込み
事後学修 前回授業時の板書事項の再確認

講座内容（シラバス）�
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〔行政法Ⅱ〕� 小澤　久仁男
◆授業概要
◆学修到達目標　行政法Ⅰで学んだように，行政活動は法律による行政の原理の下，法律に基づいて行われている必要があります。

けれども，現実には，行政活動が違法に行われることが多くあります。そのため，国民の権利救済をどのようにして行っていくの
かが重要な問題となります。本講義においては，わが国の行政救済制度について概観していくことになります。なお，本講義は，
行政法Ⅰ（行政法総論部分）を事前に受講しておくことで，より効果的な知識獲得になるため，行政法Ⅰを受講しておくことが望
ましい科目となります。

◆授業方法
・オンデマンド

音声付き PDF を Google クラスルームなどにて配付をいたします。
・対面授業

講義形式で行います。定期試験の解説を後日配信します。
◆履修条件
◆教科書　通材   『行政法Ⅱ　K31000』　通信教育教材（教材コード 000565）3,800 円（送料込） 

〈この教材は市販の池村正道編『行政法（第３版）』弘文堂（2017 年）と同一です。〉
丸沼  宇賀克也ほか編『行政判例百選Ⅱ（第７版）』有斐閣（2017 年）

◆参考書 丸沼  宇賀克也ほか編『行政判例百選Ⅰ（第７版）』有斐閣（2017 年）【上記の判例集の行政法総論部分となります】
◆成績評価基準　本講義のテーマである行政救済法にかかわる基本的な知識を習得できているかを問うための定期試験またはレポー

ト課題（50％）によって判定を行います。また，課題の提出（50％）を行っていただきます。
◆授業相談（連絡先）：Classroom 上にて行う
◆授業計画〔各90分〕
・オンデマンド

授業内容

行政救済制度の概観
行政訴訟の概観と司法権
行政訴訟の類型（抗告訴訟，当事者訴訟，客観訴訟）
取消訴訟⑴；訴訟要件
取消訴訟⑵；処分性

事前学修 配付された音声付き PDF を視聴していただき，かつ，音声を視聴する前に教科書および参考資料に目を通しておいていた
だけると効果的です。

事後学修 再度教科書および参考資料に目を通していただくと共に，課題に取り組んでいただきたいと思います。

・対面授業

１回目
授業内容 取消訴訟⑶；原告適格

取消訴訟⑷；訴えの利益，取消訴訟の審理，取消訴訟の判決と効果，仮処分
事前学修 教科書の該当箇所をよく読んでおいてください。
事後学修 授業で行った内容と教科書・配布資料をつき合わせて，さらに理解を深めてください。

２回目
授業内容 行政不服審査法

国家補償法の概観
事前学修 教科書の該当箇所をよく読んでおいてください。
事後学修 授業で行った内容と教科書・配布資料をつき合わせて，さらに理解を深めてください。

３回目
授業内容 国賠法１条⑴；賠償責任の根拠

国賠法１条⑵；公権力の行使，職務関連性
事前学修 教科書の該当箇所をよく読んでおいてください。
事後学修 授業で行った内容と教科書・配布資料をつき合わせて，さらに理解を深めてください。

４回目
授業内容 国賠法１条⑶；違法性，過失

国賠法２条⑴；公の営造物概念，瑕疵概念
事前学修 教科書の該当箇所をよく読んでおいてください。
事後学修 授業で行った内容と教科書・配布資料をつき合わせて，さらに理解を深めてください。

５回目
授業内容 国賠法２条⑵；道路設置管理瑕疵，河川設置管理瑕疵

損失補償―損失補償の根拠と要件，損失補償の内容
事前学修 教科書の該当箇所をよく読んでおいてください。
事後学修 授業で行った内容と教科書・配布資料をつき合わせて，さらに理解を深めてください。

６回目
授業内容 総括

試験（またはレポート課題）の説明
事前学修 教科書の分からない箇所・分からないテーマについて，質問が出来るようにしておいてください。
事後学修 授業で行った内容と教科書・配布資料をつき合わせて，さらに理解を深めてください。

講座内容（シラバス）�
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知的財産権法                            三村 淳一 

◆授業概要 

知的財産権法（特許・実用新案・意匠・商標・著作権）及び関連条約に関する基礎的講義

を行う。具体的には、各権利の成立要件やその権利内容を講義する。 

◆学修到達目標 

知的財産権は、企業の運命を左右する重要な財産である。本講義は、知的財産権の中でも

中核をなす特許法・実用新案法を中心に、概要及び制度を理解することを目的をし、また

意匠法・商標法・著作権法・関連条約についても基礎的な知識の習得を行うことを目的と

する。さらに、知的財産権を巡り、どのような争いがなされているのかを理解する 

◆授業方法 

・オンデマンド 

オンデマンドに相当する２回は、Zoomによるライブ講義を行う予定です。 

・対面授業 

講義では、各法毎に、法目的などの基本的な解説から始め、さらに、PPTを用いることによ

り視覚を通じて法律の理解を深めるような工夫をしている。一方で、扱う法が多岐に渡る

ため、事前の学習準備は必須である。授業では条文を参照することが多いので、工業所有

権法令集（アプリでも可）を持参すること 

◆履修条件 

知財を勉強したい気持ちがあれば、その他の条件はありません。尚、過去の受講者は、再

度受講は不可。 

◆成績評価基準 

毎回出席することを前提に、試験（６０％）、授業への参加や貢献による平常点（４０％）

により行う。 

◆教科書 

市販本知的財産法入門第三版（茶園成樹）有斐閣 

◆参考書 

市販本工業所有権情報・研修館 「産業財産権標準テキスト（総合編）第５版」 

※極めて初級用 

◆授業相談先（連絡先） 

Classroom上にて行う 
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◆授業計画 

オンデマ

ンド 

授業内容 
知的財産権法の概要 

特許法（１）：特許法の目的及び特許権成立までの概略 

事前学修 
参考書 P1-36を事前に読んでおく。知的財産権にはどの様な法律

があるのか理解する。 

事後学修 

参考書 P41-42 を事前に読んでおく。なぜ特許法が制定されたの

か理解する。特許法が無かった場合の世界を想像する。参考書

P86-89 を事前に読んでおき、特許成立までの流れの概略を理解

する。 

対面授業 

１回目 

授業内容 

今まで自己が考えてきた無体財産はどの様な法律で守られてい

るのか認識する。また、知財の現状を理解し、今後、日本はどの

様な方向に進むべきか考える。尚、以下、特に重要な部分につい

ては特記しているが、基本的には、教科書にて対応する講義主題

を確認する。 

事前学修 
特許法１条の各用語の意味を再確認する。特許成立までの流れに

おいて、各段階での手続きの内容を教科書で確認する。 

事後学修 特許法（２）：特許要件（発明性、産業上の利用可能性） 

対面授業 

２回目 

授業内容 特許法（３）：特許要件（新規性、進歩性） 

事前学修 

参考書 P43-45, 66を事前に読んでおく。一般的に使用されてい

る「発明」と特許法で規定する「発明」の意味の相違を理解する。

特許成立に必要である「産業上の利用性」を理解する。 

事後学修 

参考書 P67-69 を事前に読んでおく。新規であるとどういう状況

をいうのか理解する。また、新しい発明をしても、従来のものか

ら容易に発明できるものは特許とはならないという進歩性の判

断基準を理解する。 

対面授業 

３回目 

授業内容 

授業内で、特定の分野において、特許庁に出願されているアイデ

アが、法上の発明にあたるか否かをレポートする宿題を実施す

る。 

事前学修 
新しさの時間的・地域的基準や公然の意味など、教科書で確認す

る。 

事後学修 特許法（４）：新規性喪失の例外及び不特許事由 

対面授業 

４回目 

授業内容 特許法（５）：先願主義と拡大された先願の地位 

事前学修 

参考書 P68を事前に読んでおく。新規ではない状態となっても一

定条件のもと、新規性を失わない場合はどの様な場合であるか、

理解をしておく。 

事後学修 

参考書 P71を事前に読んでおく。上記の要件を満足しても、特許

化すべきではない発明がある。どの様な発明が、特許化すべきで

はないのか、またその理由は何であるか、学習しておく。 
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対面授業 

５回目 

授業内容 

参考書 P70を事前に読んでおく。先願主義とは何かを理解する。

同一の発明が同日に時間を異にして出願された場合の取り扱い

が、異日出願お場合と異なる点を十分に理解しておく。 

事前学修 

同ページのコラム内の説明も事前に読んでおく。特に、「拡大さ

れた先願の地位：は、理解が難しい規定であるため、繰り返し読

み、規定の内容を理解する。 

事後学修 

通常、新規性を喪失した発明は特許化が不可能であることは、研

究者は知っているはずであるが、どの様な場合に、この規定の適

用を受けることになるのか、考えてみる。 

対面授業 

６回目 

授業内容 授業で取り上げていない事例なども、自己で考えて、結論を導く。 

事前学修 

先願主義と先発明主義に比べ、日本が採用する先願主義には、ど

の様な利点があるか考える。また、先発明主義を採用していた国

の制度を教科書で確認する。 

事後学修 
本規定の条文である 29条の 2について、授業後の再度読み返し、

規定の内容と条文の文言を確認する。 

 

 



−13− シラバス

〔英語史〕� 真野　一雄
◆授業概要　英語の外面史，すなわち英語と英国社会との関わり，英国の歴史が英語にどういう影響を与えたか，そして英語がどう

変化していったかをテキスト（英文）を読みながら概観します。
◆学修到達目標　英文の読解力を高めるとともに，英語がどのような発達 ･ 変化を遂げて今日の姿になったか，歴史的な流れの基礎

的な知識を修得する。過去の歴史を振り返り，英語の未来の姿を想像してみましょう。
◆授業方法
・オンデマンド

テキスト第Ⅰ章「英語の発達」を，『学習指導書』を併用しながら，読みます。テキストは私達にとって必要な箇所を重点的に読
みます。授業動画は内容にそって分割し，番号を付している。まずは，全体を順に視聴すること。一度の視聴で分からなかった
内容の動画は重点的に繰り返して視聴すること。それでも不明な点についての質問は随時受け付ける。なお，課題がある場合は，
STREAM で行う。

・対面授業
オンデマンド授業で提示された動画は必ず視聴していること。テキストは必要な箇所を重点的に読む，というのは対面授業でも
同じ。パラグラフの分析を行い，その分析を踏まえながら説明を加える。学習指導書を参考に内容の要約を皆さんが作成し，学
習指導書の問の解答も考える。そうしてテキストの理解を深める。また，参考プリント等でテキストと関連する事項を取り上げ，
幅広い英語という言語についての知識を深める。

◆履修条件　令和２年度昼間スクーリング（前期），令和２年度メディア（前期）『英語史』（真野一雄）とは積み重ね不可。
◆教科書　通材  『英語史　0441』通信教育部教材（教材コード 0001117）
◆参考書　丸沼  『英語の歴史─過去から未来への物語』寺澤盾著　中公新書　1971

丸沼  『英語の歴史』中尾俊夫著　講談社現代新書 958
他の参考書については，初回授業時に紹介

（※自学用で授業中に参照することはありません。）
◆成績評価基準　試験を中心に受講状況その他を加味して評価の予定。
◆授業相談（連絡先）：Google Classroom のストリームでご質問下さい。
◆授業計画〔各90分〕
・オンデマンド

授業内容

序，語彙の類似性，借用語と同語源語
英語とドイツ語，フランス語とラテン語の関係
インド・ヨーロッパ語族の起源と時期
インド・ヨーロッパ語族の分類
インド・ヨーロッパ祖語とインド・ヨーロッパ語族

事前学修 語彙の類似性，借用語とは何か，調べておく。インド・ヨーロッパ祖語はいつ頃，どの辺りで生じた言語か，考えてくる。
また，どんな言語がインド・ヨーロッパ語族に属するか，考えてくる。

事後学修 テキストの重要部分を確認し，理解しておく。

・対面授業

１回目

授業内容 ゲルマン語派の特徴と分類

事前学修 インド・ヨーロッパ祖語からのゲルマン祖語の分岐を考えてみる。また，どんな言語がゲルマン語派に属するか，考えて
くる。

事後学修 テキストの重要部分を確認し，理解しておく。

２回目
授業内容 古英語　英語の始まり，時代区分　古英語の実例
事前学修 英語はいつ生じたのか，考えてくる。　古英語が今日の英語といかに異なるかを感じてみる。　
事後学修 テキストの重要部分を確認し，理解しておく。

３回目
授業内容 古英語の実例と特徴　中英語期のフランス語の影響
事前学修 古英語と今日の英語との違いを考えてみる。また，中英語期のノルマン人の征服とは何か，調べてみる。
事後学修 テキストの重要部分を確認し，理解しておく。

４回目
授業内容 中英語　英語の復活　中英語の特徴
事前学修 また，英語の復活とはどういうことか，考えてみる。古英語と中英語，中英語と今日の英語との違いを考えてみる。
事後学修 テキストの重要部分を確認し，理解しておく。

５回目
授業内容 近代英語　印刷術，ルネサンス　大母音推移，標準英語の成立
事前学修 印刷術，ルネサンスは英語にどのような影響を与えたか，考えてみる。そして，大母音推移とは何かも，考えてみる。
事後学修 テキストの重要部分を確認し，理解しておく。

６回目
授業内容 近代英語⑶　近代の借用語　試験とその解説
事前学修 近代の借用語の特徴とは，何か考えてみる。今までの授業の総復習をする。
事後学修 テキストの重要部分を確認し，理解しておく。特に試験問題で間違えたところを確認する。

講座内容（シラバス）�
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教育課程論                             野内 頼一 

◆授業概要 

各学校の教育活動・指導内容の土台のなっている学習指導要領について学ぶ。その際，新

学習指導要領がどのような背景でどのような議論を経て作成されていったのかそのプロセ

スを学ぶことを通して，新学習指導要領のポイントを理解する。公立高等学校教員，教育

委員会指導主事，国立教育政策研究所教育課程調査官の経験を踏まえて授業内容に反映さ

せる。 

◆学修到達目標 

１ 学習指導要領の変遷と，それらとの比較における新学習指導要領の特色について理解

し説明することができる。 

２ 学校教育における教育課程の役割と，教育課程編成の実際について理解し説明するこ

とができる。 

３ 学校教育におけるマネジメントの意義・重要性とカリキュラム・マネジメントについ

て理解し説明することができる。 

◆授業方法 

・オンデマンド 

１ 本時の授業テーマに関する講義を受講する。 

２ 提示された課題について情報を収集する。 

３ 提示された課題に関して自分なりの考えをまとめる。 

４ 授業レポートを作成し提出する。 

・対面授業 

1 本時の授業テーマに関する講義を受講する。 

２ 本時の授業テーマに関する話題について自分の考えをまとめる。 

３ 本時の授業テーマに関する話題についてグループディスカッションを行い意見交換す

る。 

４ 他者と意見交換したことを踏まえて再度自分の考えをまとめる。 

５ 授業レポートを作成し提出する。 

◆履修条件 

令和３年度夏期スクーリング「教育課程論」との積み重ねは不可。 

◆成績評価基準 

授業レポート及び課題提出（70％），グループディスカッション及び発表内容（30％）等を

総合的に判断する。毎回出席することを前提に評価する。 

◆教科書 

資料配布（Classroom） 

◆参考書 

中学校学習指導要領（平成 29年告示 文部科学省） 

高等学校学習指導要領（平成 30年告示 文部科学省） 

◆授業相談先（連絡先） 

対面授業の初回に連絡する。 
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◆授業計画 

オンデマ

ンド 

授業内容 

学習指導要領改訂のプロセスを通して，各学校の教育活動・指

導内容の土台のなっている学習指導要領について学ぶ。 

学習指導要領の変遷 

学習指導要領改訂の背景と経緯ー中教審への諮問からー 

学習指導要領作成のプロセスー論点整理からー 

中央教育審議会答申の内容から 

新学習指導要領について 

授業動画 40分程度を視聴した後，課題について授業レポートを

作成する。 

事前学修 
最近の教育関係の話題やニュースについて情報収集しておくこ

と。 

事後学修 
授業で示された課題に対して自分なりの考えをまとめて授業レ

ポートを作成すること。 

対面授業 

１回目 

授業内容 今後の講義について授業ガイダンス 

事前学修 
学習指導要領改訂の背景等について，グループディスカッション

や全体討議を通して議論を深める。 

事後学修 
オンデマンド授業で配布された資料について，関係するところを

読み返しておくこと。 

対面授業 

２回目 

授業内容 
授業で示された課題に対して自分なりの考えをまとめて授業レ

ポートを作成すること。 

事前学修 
学習指導要領改訂の考え方等について，グループディスカッショ

ンや全体討議を通して議論を深める。 

事後学修 
オンデマンド授業で配布された資料について，関係するところを

読み返しておくこと。 

対面授業 

３回目 

授業内容 
授業で示された課題に対して自分なりの考えをまとめて授業レ

ポートを作成すること。 

事前学修 
学習指導要領と育成を目指す資質・能力の関係等について，グル

ープディスカッションや全体討議を通して議論を深める。 

事後学修 
オンデマンド授業で配布された資料について，関係するところを

読み返しておくこと。 

対面授業 

４回目 

授業内容 
授業で示された課題に対して自分なりの考えをまとめて授業レ

ポートを作成すること。 

事前学修 

主体的で対話的で深い学びからの授業改善やカリキュラムマネ

ジメント等について，グループディスカッションや全体討議を通

して議論を深める。 

事後学修 

オンデマンド授業で配布された資料について，関係するところを

読み返しておくこと。 
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対面授業 

５回目 

授業内容 
授業で示された課題に対して自分なりの考えをまとめて授業レ

ポートを作成すること。 

事前学修 
今までの学習を踏まえてどのような授業を構成したいかなどに

ついて各自の考えを発表する。 

事後学修 
オンデマンド授業で配布された資料について，関係するところを

読み返しておくこと。 

対面授業 

６回目 

授業内容 
授業で示された課題に対して自分なりの考えをまとめて授業レ

ポートを作成すること。 

事前学修 
今までの学習を踏まえてどのような授業を構成したいかなどに

ついて各自の考えを発表する。 

事後学修 
オンデマンド授業で配布された資料について，関係するところを

読み返しておくこと。 

 

 



−4− シラバス

〔英語　Ｃ〕� 常名　朗央
◆授業概要　正確な英文読解には英文法の理解が不可欠です。本講義では，「品詞」（名詞・形容詞・動詞等）を学んでいきます。文

法のベースとなっている品詞の理解を通じて正確な文章読解力を身に着けていただきたいと考えています。特に副詞には時間をか
けます。授業後半には，英作文の基本を学び，さらに履修者にはテーマを定めて英作文を書いてもらい，添削指導を同時に行います。

◆学修到達目標　英文法を品詞ごと（名詞・動詞・形容詞・副詞・前置詞・接続詞）に学習し，英作文作成の演習を通じて，英語の
運用能力を身につけることができる。外国語学習には，Ｓ（主語）とＶ（動詞）の位置付けが重要なので，英文読解と英作文作成
を交互に行い，文章構造を瞬時に理解し使える能力を身に着けることが出来る。
◆授業方法
・オンデマンド

前半は，指定した文法・品詞の説明を行い，後半は，指定した英文記事，イギリス小説の読解を行います。文法事項の説明をし
ますので，何度も映像を見て理解できない箇所は質問してください。

・対面授業
前半では，指定した文法・品詞の説明を文章読解を行いながら理解していただきます。事前にプリントを配布する場合がありま
すので，忘れずに持参するようにしてください。授業後半では，以前に学生が執筆した英作文を参考にして文章作成講座を実施
します。

◆履修条件　なし
◆教科書　資料配布（Classroom） 『当日配布資料』　授業当日プリントを配布します。
◆参考書 丸沼  『英文法総覧』　安い稔著　開拓社　1996 年
◆成績評価基準　授業への取り組み，最終日に実施する定期考査・提出英作文により総合的に判断します。
◆授業相談（連絡先）：Classroom 上にて行う
◆授業計画〔各90分〕
・オンデマンド

授業内容

名詞（noun）の使い方について。１～５文型の構造とその役割。
形容詞（adjective）の役割と２つの用法について。
副詞（adverb）の使い方とその多様性。TOEIC 文法問題への応用。
接続詞（conjunction）の定義について。
助動詞（auxiliary�verb）の使い分けについて。

事前学修 本講義で学習する文法事項（名詞・形容詞・副詞・動詞・接続詞・前置詞）について各自で調べて意味をまとめておくよ
うに。さらに，冠詞（a，the）の違いについて考えておくこと。

事後学修 以下の事項について確認・復習すること。１．名詞の６つの役割について。２．叙述用法と限定用法の形容詞。３．副詞
の使い方全般。４．接続詞の定義。５．Formal な助動詞の使用法について。

・対面授業

１回目

授業内容 前置詞（preposition）の役割と形容詞化と副詞化について。

事前学修 事前に GoogleClassroom 上に配布する「前置詞クイズ」プリントを解いてきてください。代表的な前置詞（at,on,in）
などの使い方を学んでください。

事後学修 再度プリントを配布しますので，前置詞の使い方を確認するように。

２回目
授業内容 定冠詞（the），不定冠詞（a）の違いと使い方について。英作文講義①
事前学修 英作文を執筆してもらいますので，各自書く内容を考えておくように。
事後学修 冠詞と無冠詞の使い方を確認すること。無冠詞は固有名詞だけでないことを理解しましょう。

３回目
授業内容 関係代名詞の使い方と接続詞（主に that）の使い方について。混同する that の理解に努めます。
事前学修 that の使い方を各自考えてくるように。具体的には代名詞・接続詞・関係代名詞です。例文を作っておくとよいでしょう。
事後学修 接続詞 that を使った英文を５つ以上作っておくこと。

４回目
授業内容 強調構文・倒置表現について。英作文講義②
事前学修 事前にプリントを配布しますので，基本構文を読解しておくこと。
事後学修 英作文の構造（序文・本論・結語）に基づいて再度英作文を作ること。

５回目
授業内容 英作文提出と添削指導
事前学修 SVOC を意識して５文型の英作文を作成してください。
事後学修 各英作文を添削しますので，分法的に弱点となる箇所を見つけて直しておくように。

６回目
授業内容 定期考査・文法事項の理解度をチェックします。
事前学修 提出用に短い英作文を作ってもらいます。
事後学修 全ての授業内容を復習・理解するようにしてください。

講座内容（シラバス）�
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〔英語Ⅴ〕� 水野　隆之
◆授業概要　英語Ⅴは英文学専攻の学生を対象とした，専門科目で必要となる英語力の完成を目指す授業です。この授業では下記の

テキストを使用して様々な英語表現を学んでいき，英作文などもしていきます。文法の基礎知識を確認するとともに，日本語との
発想の違いや，文化，社会背景にも着目し，文法的にも発想上も適切な英語を書けることを目指します。

◆学修到達目標　英語で考える習慣を身につけ，日常生活でよく使う表現を使うことができる。
簡単な会話ができるようになる。
短い日本文を文法にかなった英文に直すことができる。
英語の基礎的音声を聞き分けることができる。

◆授業方法
・オンデマンド

テキストの Unit １～ Unit ５ を学習します。それぞれの Unit での前半は，講義形式で Opening Dialogue と Useful
Expressions の解説をします。後半は各学生が Google classroom にアップされた課題（テキストの Exercises の箇所に相当）
に取り組み，その課題を提出をもって授業の出席とします。解答例は後日 Classroom にアップされます。

・対面授業
一日の授業で Unit ２つを学習する予定でいますが，受講学生に理解度に応じて進度を変更することがあります。それぞれの
Unit の前半は Opening Dialogue と Useful Expressions を学習し，後半は Exercises に取り組みます。

◆履修条件　なし
◆教科書 丸沼   『Common Expressions in English Writing 英作文のコア表現 180』　木塚晴夫　2008 年　音羽書房鶴見書店
◆参考書
◆成績評価基準　試験（70%），授業時の発言，予習，復習，課題など授業への取り組み（30%）。

毎回出席することを前提として評価します。
◆授業相談（連絡先）：Classroom 上にて行う
◆授業計画〔各90分〕
・オンデマンド

授業内容

Unit １～Unit ５を扱う。
各Unit にあるOpening�Dialogue と Useful�Expressions の解説。
Google�Classroomの課題に取り組む。
提案・勧誘，挨拶，お礼・お詫び，お祝い・ほめ言葉，反対・賛成・同意・不同意の表現を身につける。

事前学修 Opening Dialogue と Useful Expressions の箇所を読んでおく。
事後学修 課題を確認し，Useful Expressions を暗記する。

・対面授業

１回目
授業内容 Unit ６，Unit ７　相づち・応答・つなぎの表現，希望・意図・考え・計画の表現を身につける。
事前学修 Opening Dialogue と Useful Expressions の箇所を読み，ExercisesA と B を事前にやっておく。
事後学修 Exercises の確認をし，Useful Expressions を暗記する。

２回目
授業内容 Unit ８，Unit ９　趣味・関心の表現，許可・命令・禁止の表現を身につける。
事前学修 Opening Dialogue と Useful Expressions の箇所を読み，ExercisesA と B を事前にやっておく。
事後学修 Exercises の確認をし，Useful Expressions を暗記する。

３回目
授業内容 Unit10，Unit11　忠告・助言・注意・激励の表現，判断・選択・評価・決断の表現を身につける。
事前学修 Opening Dialogue と Useful Expressions の箇所を読み，ExercisesA と B を事前にやっておく。
事後学修 Exercises の確認をし，Useful Expressions を暗記する。

４回目
授業内容 Unit12，Unit13　喜び・悲しみの表現，驚き・怒り・不満の表現を身につける。
事前学修 Opening Dialogue と Useful Expressions の箇所を読み，ExercisesA と B を事前にやっておく。
事後学修 Exercises の確認をし，Useful Expressions を暗記する。

５回目
授業内容 Unit14，Unit15　学校生活の関する表現，交通・旅行に関する表現を身につける。
事前学修 Opening Dialogue と Useful Expressions の箇所を読み，ExercisesA と B を事前にやっておく。
事後学修 Exercises の確認をし，Useful Expressions を暗記する。

６回目
授業内容 Unit16　買い物に関する表現を身につける。理解度の確認（試験）
事前学修 Opening Dialogue と Useful Expressions の箇所を読み，ExercisesA と B を事前にやっておく。
事後学修 Exercises の確認をし，Useful Expressions を暗記する。

講座内容（シラバス）�
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〔国文学基礎講義〕� 布村　浩一
◆授業概要　文学研究における「テクスト読解」という分析行為は，日常的な読書行為とは異なる行為である。また，目的意識を持

たない漠然とした読解では，本当の意味で客観的なテクストの分析はできない。そこで本講義では，まず，文学研究の基礎手続き
について学んだ後，テクストを自覚的に分析するための方法について教授する。
◆学修到達目標　分析的読解の方法を知ることで，文学研究や教材研究・開発に生かすことができる。

研究の基礎手続を知ることで，読み手・聞き手にわかりやすい資料・教材の作成ができる。
◆授業方法
・オンデマンド

オンデマンド授業で配信されている動画は，通し番号順に視聴すること。動画を視聴してわかりにくい点があれば，繰り返しの
視聴や，一時停止による画面内容の確認なども，適宜，行っておくこと。なお，課題やレポートに関する説明も含まれる場合が
あるので注意すること。

・対面授業
オンデマンド授業で配信された動画は必ず視聴しておくこと。授業は配布プリントや視聴覚資料で補足を行いながら，教科書を
通読する形で行う。なお，学生のみなさん一人一人による教科書の音読や，少人数でグループによる授業で取り扱うテーマに関
するディベートも，適宜，実施する予定である。

◆履修条件　なし
◆教科書　資料配布（Classroom） 配布資料（研究の手続，テクストの分析方法，テクスト本文など）
◆参考書 丸沼  『日本文学の論じ方―体系的研究法』　鈴木貞美［著］　世界思想社　2014 年

丸沼  『ハンドブック　日本近代文学研究の方法』　日本近代文学会［編］　ひつじ書房　2016 年
丸沼  『物語論　基礎と応用』　橋本陽介［著］　講談社選書メチエ　2017 年
丸沼  『小説はわかってくればおもしろい―文学研究の基本 15 講』　小平麻衣子［著］　慶應義塾大学出版会　2019 年

◆成績評価基準　①オンデマンド授業で出題する課題・対面授業１日目の授業内レポート（50%），②対面授業２日目の授業内試験
（50%）で，総合的に評価する。また，オンデマンド授業の場合，課題の提出が出席を兼ねるため，必ず提出する
こと。なお，授業内レポート・試験については，第５回の動画の中で，詳細を告知する。

◆授業相談（連絡先）：質問・相談は，下記のメールや Classroom 上にて行う。
kouichinunomura@gmail.com

◆授業計画〔各90分〕
・オンデマンド

授業内容

動画①：先行研究の調べ方・データベースの活用法について講義する。
動画②：研究カード・ノートの作り方や文章作法（レポート・論文の書式）について講義と実践を行う。
動画③：文学を学ぶ意味や「物語論」の定義・意義について講義する。
動画④：物語の構造を支える「型」と「機能」などについて講義する。
動画⑤：「物語内容（何を語っているか）」と「物語言説（いかに語っているか）」の問題などについて講義する。
※動画は，通し番順に視聴すること。

事前学修

各回の動画を見る前の事前学修として，以下の調査を行っておくこと。
・シラバスに目を通し，授業の概要・目的・計画などを確認しておく。
・各回の配布資料に予め目を通して，内容の確認をしておく。
・各回で取り扱っているテーマやテクストについて，わかりにくいものがあれば（参考書なども活用して），調査しておく。

事後学修
・各回の授業内容をノートに整理し，改めて配布資料の該当箇所を読んでおくこと。
・取り扱ったテーマについて，特に興味を持った点を自分で追加調査なども行い，まとめておく。
・不明の点がある場合は，自分で予め調査を行った上で，メールで質問すること。

・対面授業

１回目

授業内容 「作者」と「語り手」との関係，「語り手」と「（語りの）視点」の問題，「語りの人称（一人称語り・三人称語りなど）」などについて講義する。

事前学修 ・今回の配布資料に予め目を通して，内容の確認をしておく。
・授業で取り扱っているテーマやテクストについて，わかりにくいものがあれば（参考書なども活用して），調査しておく。

事後学修
・授業内容をノートに整理し，改めて配布資料の該当箇所を読んでおくこと。
・取り扱ったテーマについて，特に興味を持った点を自分で追加調査なども行い，まとめておく。
・不明の点がある場合は，自分で予め調査を行った上で質問すること。

２回目

授業内容 語りの文章形式（地の文・会話文・心内文）や話法（直接話法・間接話法）の問題，語りの視点の移動（没入
する視点・後退する視点）や，語りの速度（省略された語り・詳細な語り）などについて講義する。

事前学修 ・今回の配布資料に予め目を通して，内容の確認をしておく。
・授業で取り扱っているテーマやテクストについて，わかりにくいものがあれば（参考書なども活用して），調査しておく。

事後学修
・授業内容をノートに整理し，改めて配布資料の該当箇所を読んでおくこと。
・取り扱ったテーマについて，特に興味を持った点を自分で追加調査なども行い，まとめておく。
・不明の点がある場合は，自分で予め調査を行った上で質問すること。

３回目

授業内容 「読者」と「話型」「引用」「コード」との関係，およびテクスト論の問題点などについて講義する。

事前学修 ・今回の配布資料に予め目を通して，内容の確認をしておく。
・授業で取り扱っているテーマやテクストについて，わかりにくいものがあれば（参考書なども活用して），調査しておく。

事後学修
・授業内容をノートに整理し，改めて配布資料の該当箇所を読んでおくこと。
・取り扱ったテーマについて，特に興味を持った点を自分で追加調査なども行い，まとめておく。
・不明の点がある場合は，自分で予め調査を行った上で質問すること。

４回目

授業内容 テクストの改定・改作，模倣・盗作の問題と著作権との関わりなどについて講義する。

事前学修 ・今回の配布資料に予め目を通して，内容の確認をしておく。
・授業で取り扱っているテーマやテクストについて，わかりにくいものがあれば（参考書なども活用して），調査しておく。

事後学修
・授業内容をノートに整理し，改めて配布資料の該当箇所を読んでおくこと。
・取り扱ったテーマについて，特に興味を持った点を自分で追加調査なども行い，まとめておく。
・不明の点がある場合は，自分で予め調査を行った上で質問すること。

講座内容（シラバス）�
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５回目

授業内容 「ジャンル」と物語の構造との関係や，「文学研究」の対象などについて講義する。

事前学修 ・今回の配布資料に予め目を通して，内容の確認をしておく。
・授業で取り扱っているテーマやテクストについて，わかりにくいものがあれば（参考書なども活用して），調査しておく。

事後学修
・授業内容をノートに整理し，改めて配布資料の該当箇所を読んでおくこと。
・取り扱ったテーマについて，特に興味を持った点を自分で追加調査なども行い，まとめておく。
・不明の点がある場合は，自分で予め調査を行った上で質問すること。

６回目

授業内容 「文学史」のテクスト解釈への影響の問題（「正典化」など）などについて講義し，授業の総括を行う。

事前学修 ・今回の配布資料に予め目を通して，内容の確認をしておく。
・授業で取り扱っているテーマやテクストについて，わかりにくいものがあれば（参考書なども活用して），調査しておく。

事後学修

・授業内容をノートに整理し，改めて配布資料全体を読んでおくこと。
・不明の点がある場合は，自分で予め調査を行った上で質問すること。
・参考文献として紹介している文献などを参照して，文学理論に対する理解をより深めてみる。また，授業中に他の文献

についても紹介する予定。
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〔英米文学演習Ⅰ～Ⅲ〕� 小田井　勝彦
◆授業概要　文学作品を鑑賞する，そして分析して論じるにはどうしたらよいのだろうか。この授業では，20 世紀を代表するジョ

イムズ・ジョイスの短編小説集『ダブリナース』を精読することを通じて，文学作品に対するアプローチの仕方を学び，文学作品
で卒業論文を作成する上での基礎を学びます。そして作品を通じて英米文化の理解，現代社会の諸問題について考えます。担当教
員は翻訳実務の経験があり，解釈の仕方なども講義します。

◆学修到達目標　・英語で書かれた文学作品について，英語のニュアンスをくみ取り，作品を正しく理解する。
・文学作品を鑑賞，論じる上でどのような点に注目すべきかを理解する。
・英米文化についてより深く知る。
・現代社会の諸問題について考察する。

◆授業方法
・オンデマンド

文学の解釈の仕方，作家，作品についての講義動画を視聴します。その後それを参考に作品の読解を各自を進め，作品の語彙と
内容に関するオンデマンド課題を提出します。

・対面授業
作品を丁寧に精読していきます。作品の細部に関して質疑応答をすることで，一緒に作品の解釈を試みていきます。学生の積極
的な発言を求めます。授業後，授業内容を踏まえてレポートを作成していただきます。

◆履修条件　なし
◆教科書 丸沼  Dubliners James Joyce, Penguin Classic, 2000
◆参考書 丸沼  学習用英和辞典
◆成績評価基準　オンデマンド課題（30%），授業での貢献度（40%），レポート（30%）です。オンデマンド課題，レポートは

すべて提出，対面授業はすべて出席が原則です。
◆授業相談（連絡先）：Classroom 上にて行う
◆授業計画〔各90分〕
・オンデマンド

授業内容
文学作品の解釈の仕方，作家ジェイムズ・ジョイスについて，作品Dubliners についての動画（各30分）を
視聴します。その後各自作品を読んで下さい。
今回のスクーリングは“Araby”“The�Boarding�House”“A�Painful�Case”の３作品を扱います。

事前学修 ジェイムズ・ジョイスに関する情報を収集し，イメージを作る。
事後学修 オンデマンド課題の解答を作成し，提出する。

・対面授業

１回目
授業内容 Araby 前半を精読します。各段落の内容を振り返り，学生の皆さんと一緒に考えながら解釈を試みていきます。

各自で読んでみてわからなかった箇所等は質問に答えます。
事前学修 Araby 前半を読み，授業で質問できるようわからない箇所などを整理する。
事後学修 Araby 前半について授業で話し合ったことを振り返り，自分なりの考えを作り，レポート作成に備えます。

２回目
授業内容 Araby 後半を精読します。各段落の内容を振り返り，学生の皆さんと一緒に考えながら解釈を試みていきます。

各自で読んでみてわからなかった箇所等は質問に答えます。
事前学修 Araby 後半を読み，授業で質問できるようわからない箇所などを整理する。
事後学修 Araby 全体について授業で話し合ったことを振り返り，自分なりの考えを作り，レポート作成に備えます。

３回目
授業内容 The�Boarding�House 前半を精読します。各段落の内容を振り返り，学生の皆さんと一緒に考えながら解釈を

試みていきます。各自で読んでみてわからなかった箇所等は質問に答えます。
事前学修 The Boarding House 前半を読み，授業で質問できるようわからない箇所などを整理する。
事後学修 The Boarding House 前半について授業で話し合ったことを振り返り，自分なりの考えを作り，レポート作成に備えます。

４回目
授業内容 The�Boarding�House 後半を精読します。各段落の内容を振り返り，学生の皆さんと一緒に考えながら解釈を

試みていきます。各自で読んでみてわからなかった箇所等は質問に答えます。
事前学修 The Boarding House 後半を読み，授業で質問できるようわからない箇所などを整理する。
事後学修 The Boarding House 全体について授業で話し合ったことを振り返り，自分なりの考えを作り，レポート作成に備えます。

５回目
授業内容 A�Painful�Case 前半を精読します。各段落の内容を振り返り，学生の皆さんと一緒に考えながら解釈を試みて

いきます。各自で読んでみてわからなかった箇所等は質問に答えます。
事前学修 A Painful Case 前半を読み，授業で質問できるようわからない箇所などを整理する。
事後学修 A Painful Case 前半について授業で話し合ったことを振り返り，自分なりの考えを作り，レポート作成に備えます。

６回目
授業内容

A�Painful�Case 後半を精読します。各段落の内容を振り返り，学生の皆さんと一緒に考えながら解釈を試みて
いきます。各自で読んでみてわからなかった箇所等は質問に答えます。また，最終日ですのでこれまでの授業
を振り返ります。

事前学修 A Painful Case 後半を読み，授業で質問できるようわからない箇所などを整理する。
事後学修 ３作品すべてを振り返り，レポートを作成する。

講座内容（シラバス）�
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〔日本経済史〕� 飯島　正義
◆授業概要　1900 年代初頭の日本資本主義の確立から第２次世界大戦までの日本経済を構造的な視点から見ていきます。確立期の

日本資本主義の構造的特徴を理解し，その後の経済発展によりそれがどのようになっていったのか，戦時経済体制の構築にあたっ
てどのような問題を惹起したのか，さらに戦争経済力にどのような影響をもたらしたのかを学んでいきます。
◆学修到達目標　1900 年代初頭の日本資本主義の確立期から第２次世界大戦までの日本経済の構造的特徴とその構造的特徴がその

後の日本経済にどのような影響をもたらしたのかを説明できるようになる。
◆授業方法
・オンデマンド

授業資料（PDF）は Classroom で配布します。１回の授業で授業動画を２本配信し，視聴していただく予定ですが，ZOOM が
使用可能な場合にはそれも組み合わせていきたいと考えています。その場合には，改めて Classroom で連絡します。また，授
業内容の理解を確認するために「確認問題」を授業資料に添付しています。確認問題の解答は期限内に提出してください（遅延
は不可，解答の提出は出席を兼ねます）。確認問題の解答と解説は次回の授業の中で行います。授業内容等の質問は，Gmail ある
いは Classroom で受け付けます。

・対面授業
授業は対面授業１日目に６日目までの授業資料を配布し，それを使用して進めていきます。授業内で「確認問題」をやっていた
だき，解答と解説を行います。また，授業内容等の質問も授業内で行います。

◆履修条件　令和２年度夏期スクーリング「日本経済史」との積み重ね不可
◆教科書　資料配布（Classroom） 授業資料は Classroom で配布します。
◆参考書 丸沼  『概説日本経済史　近現代　第３版』　三和良一　東京大学出版会　2012 年
◆成績評価基準　授業資料の確認問題の解答提出（30％）と最終試験（70％）で総合的に評価します。
◆授業相談（連絡先）：ecma90182@g.nihon-u.ac.jp
◆授業計画〔各90分〕
・オンデマンド

授業内容

オンデマンド授業では，以下の内容について学んでいきます。
１．日本の産業革命－産業の発展
２．確立期日本資本主義の特徴
３．日清・日露の戦後経営と日本経済
４．日本の財閥
５．第１次世界大戦と日本経済

事前学修 まず，オンデマンド授業，対面授業のシラバスを読み，全体の授業内容を確認してください。次に，Classroom で配布さ
れた授業資料をよく読むとともに，参考文献等で関係するところを予め読んで理解を深めておいてください。

事後学修 確立期の日本資本主義の構造的特徴と日清・日露の戦後経営から第１次世界大戦までの日本経済について整理し，まとめ
ておいてください。

・対面授業

１回目

授業内容 ・オンデマンド授業内容の復習と確認
・重化学工業の発展

事前学修 まず，これまでのオンライン授業の内容を再度確認してください。次に，今回の授業内容に関係するところを参考文献等
で読んで，理解を深めておいてください。

事後学修 日露戦後からの重化学工業の発展について整理し，まとめておいてください。

２回目
授業内容 ・第１次世界大戦後の日本経済の変化－労使関係の変化と地主制の後退

・1920年代の日本経済
事前学修 前回の授業資料と今回の授業資料を読むとともに，参考文献等で関係するところを読み，理解を深めておいてください。
事後学修 第１次世界大戦後の日本経済の変化と 1920 年代の日本経済についてまとめておくこと。

３回目
授業内容 ・井上財政と金解禁

・昭和恐慌と高橋財政
事前学修 前回の授業資料と今回の授業資料を読むとともに，参考文献等で関係するところを読み，理解を深めておいてください。
事後学修 金解禁と昭和恐慌，高橋財政について整理し，まとめておいてください。

４回目
授業内容 ・戦時経済体制の構築

・統制経済の再編・強化
事前学修 前回の授業資料と今回の授業資料を読むとともに，参考文献等で関係するところを読み，理解を深めておいてください。
事後学修 戦時経済体制を構築する上での課題，戦時経済体制の構築・再編・強化の過程についてまとめておいてください。

５回目
授業内容 ・戦争経済力の崩壊

・戦時経済体制の帰結
事前学修 前回の授業資料と今回の授業資料を読むとともに，参考文献等で関係するところを読み，理解を深めておいてください。
事後学修 戦時経済体制の帰結（結果）について整理し，まとめておいてください。

６回目

授業内容 総まとめと試験

事前学修 オンデマンド授業も含め，これまでの授業資料を読み返し，日清・日露の時期から第２次世界大戦までの日本経済の全体
の流れとポイントを確認しておく。

事後学修 設題に対する記述内容が重要事項を落とさずに，また論理的に記述することができたかどうかを確認する。

講座内容（シラバス）�




