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〔心理学〕� 須永　範明
◆授業概要　心理学は，人間の心の働きを科学的に研究する学問である。心の働きのなかでも，感覚・知覚，記憶，注意，思考，意

思決定などをまとめて認知と呼ぶ。認知とは，ひとことで言うと，ものごとを認識する働きのことである。本科目では，認知の働
きについて学ぶ。学生の皆さんにはこれらの知見を学ぶことを通して，人間の心とはどのようなものか，理解を深めていただきたい。
◆学修到達目標　1. 感覚・知覚の基本的な特徴を説明できる。

2. 注意の基本的な特徴を説明できる。
3. 記憶の種類と，それぞれの基本的な特徴を説明できる。
4. 思考について基本的な特徴を説明できる。
5. 意思決定の基本的な特徴を説明できる。
6. 知識について基本的な特徴を説明できる。
7. 潜在認知とはどのようなものか説明できる。

◆授業方法　
・オンデマンド

オンデマンド授業を行なう回では，受講生は教科書と配付資料を精読し，授業動画を視聴したうえで，課題に解答する。授業動
画と配付資料，課題は Google Classroom に置かれている。授業動画は，その回の授業内容を解説するものとなっている。課
題は，授業内容をどの程度理解したか確認する問題からなる。課題への解答は即座に採点され，正誤のフィードバックを受け取
ることができる。不正解となった箇所については復習すべき内容をフィードバックのなかで指示する。質問等は Classroom 上
での投稿あるいはメールで随時受け付ける。

・対面授業
対面授業の回では，受講生は事前に教科書と配付資料を精読して予習しておくこと。配付資料は Google Classroom で公開する。
授業時に，教員は特に説明が必要な箇所について詳しく解説したうえで，質問等にお答えする。その後，授業内容をどの程度理
解したか確認する課題を実施する。課題は Google Classroom を介して実施するので，ノートパソコンあるいはスマートフォ
ンを必ず持参すること。課題への解答は即座に採点され，正誤のフィードバックを受け取ることができる。不正解となった箇所
については復習すべき内容をフィードバックのなかで指示する。

◆履修条件　なし
◆教科書　丸沼   「基礎から学ぶ認知心理学」，服部雅史・小島治幸・北神慎司（著），有斐閣，2015 年
◆参考書　丸沼   「錯覚の科学」，C. チャブリス・D. シモンズ（著），文藝春秋，2014 年

丸沼   「第１感」，マルコム・グラッドウェル（著），光文社，2006 年
◆成績評価基準　課題（50％）と試験（50％）に基づいて評価する。課題は Google Classroom に置かれ，毎回の授業内容ごと

に課す。試験は客観式の問題数十問からなり，対面授業の最後の授業回に Google Classroom 上で実施する。
◆授業相談（連絡先）：Google Classroom への投稿あるいはメールで質問・相談等にお答えする。
◆授業計画〔各90分〕
・オンデマンド

授業内容

第１回授業：本授業の全体像について説明する。その後，感覚について解説する。
第２回授業：視覚を中心に感覚の仕組みについて学ぶ。
第３回授業：知覚の体制化，図と地の分化，パターン認識について学ぶ。
第４回授業：知覚の恒常性，大域的処理と局所的処理について学ぶ。
第５回授業：情報の取捨選択，注意資源について学ぶ。

事前学修
教科書の該当ページおよび Google Classroom 上に置いた資料を読み，授業動画を視聴すること。そのうえで，
Classroom 上の課題に解答して理解度を確認していただきたい。資料と授業動画，課題は第１回から第５回の授業それぞ
れに用意する。

事後学修
Classroom 上の課題に解答することで，理解不充分である箇所が明らかとなるので，その箇所について教科書，資料，授
業動画で再学習すること。そのうえで再度課題に取り組んでいただきたい。課題は解答期限内であれば何回でも解答を提
出できるので，理解度を満足できる水準まで高めることができる。

・対面授業

１日目 授業内容

第６回：記憶の多重貯蔵モデルについて学び，短期記憶と長期記憶について理解を深める。
第７回：記憶方略について学ぶ。
第８回：記憶の忘却について学ぶ。
第９回：概念と知識について学ぶ。
第 10 回：スキーマとメタ認知について学ぶ。

２日目 授業内容

第 11 回：問題解決のための思考について学ぶ。
第 12 回：推論とその歪みについて理解を深める。
第 13 回：意思決定における効用の効果，リスクのある判断について学ぶ。
第 14 回：潜在認知と意識的コントロールについて学ぶ。
第 15 回：人間の認知について総括し，試験を行なう。

事前学修 教科書の該当ページおよび Google Classroom 上に置いた資料を読むこと。理解の及ばない点についてはメモしておき，
対面授業時に質問していただきたい。

事後学修 授業時に行なう課題で理解度を自己確認できるので，理解の及ばない箇所を教科書，資料，ノート等で再学習していただ
きたい。

講座内容（シラバス）� ※ 令和元年度より授業計画が全 15 回で表記されておりますが，授業時間や授業日程は各
スクーリングの開講講座表の記載通りとなります。
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〔国文学史Ⅰ〕� 加藤　清
◆授業概要　上代文学から中古文学までの文学の流れを概観したうえで，各時代の作品相互に共通してみられる表現や内容について

ふれます。その表現様式はどのように発生したと考えられているのか，またどう展開しているのかを講義します。また各時代の文
学的思潮が作品の特質とどう関わっているかを講義します。

◆学修到達目標　奈良から平安までの時代を概観し，日本文学の歴史的変遷・展開の基礎的な視点をもつことを目標としています。
また，そのような展望から，自らが興味をもつ個々の文学作品についても，それらが有する諸問題の基礎的な知識が得ることが出
来るようになることを目標としています。

◆授業方法　
・オンデマンド

授業動画は，内容に沿って分割し，番号を付している。まずは全体を視聴すること。一度の視聴で分からなかった内容の動画は
重点的に繰り返し視聴すること。資料もクラスルーム上で配布する。

・対面授業
対面授業では，基本的に資料を配付し，その資料を基に講義を行う。資料は，シラバスの内容に沿って分割されているので，資
料を元に講義ノートの作成を行い，内容の把握につとめること。分からない内容については，授業の中で質問すること。

◆履修条件　なし
◆教科書　その他   対面授業では資料を配付します。

資料配布（Classroom） 
◆参考書　その他   適宜紹介します。
◆成績評価基準　試験 100％
◆授業相談（連絡先）：対面授業時に受付ける。
◆授業計画〔各90分〕
・オンデマンド

授業内容

・「文学史の立場」について。文学史とはどのような学問であるかを考えます。各作品と時代との関わりはどの
ように捉えられるかについて講義します。

・「文学史の視点」について。文学史的視点の基礎となる，「ジャンル」と「様式」について講義します。
・「文学の発生」。文学発生の諸説を理解し，文学ジャンルの展開の基礎を学びます。
・「神話」。始原をカタルことの意義とその変遷について解説します。

事前学修 古代文学のおおまかな流れを確認しておくこと。特に『古事記』『日本書紀』の概略を理解しておくこと。

事後学修 文学の始原的見方についてまとめておく。また「文学史」的視点について整理し，自身の作品理解の方法としてどう在る
べきかを考察すること。

・対面授業

１日目 授業内容

・様式の展開①。ウラシマ伝承を，『万葉集』と『風土記』などで比較し，その散文と韻文の特質を解説します。
・様式の展開②。「恋歌の成立」。恋歌の始原と定型和歌の確立による変遷について講義します。
・様式の展開③。聖徳太子伝承をもとに『日本書紀』と『日本霊異記』それぞれの特質についてみます。
・「文字と文学の交流」①。文字の獲得による文学の変質について考えます。口承文学から記載文学へと展開す

る過程の諸問題を理解し，古典文学の基礎的留意点を学びます。
・「文字と文学の交流」②。『古今集』の歌をよみ，平仮名表記による新たな歌世界についてみます。

２日目 授業内容

・歌と物語①。『万葉集』と『伊勢物語』を比較し，歌物語の特質について説明します。
・歌と物語②。『竹取物語』について，その成立とそれ以前の作品との関連について解説します。
・時代と文学①。菅原道真を取り上げ，平安時代初頭の漢詩文のあり方とその時代についてみます。
・時代と文学②。「六国史の終焉」について，その時代を概観し，文学との関わりについて解説します。
・まとめと試験。

事前学修 取り上げる各作品の文学史的位置づけについて理解しておくこと。「説話文学」「勅撰和歌集」「歌物語」「国風暗黒時代」「律
令」などの意味についてみておくこと。

事後学修 取り上げた事例から，作品相互の関係を理解すること。また，時代思潮と作品のあり方との関わりについて理解すること。
同時に，史的意義と文学との関係性はその他の作品ではどうであるか，自身の視点を確立する。

講座内容（シラバス）� ※ 令和元年度より授業計画が全 15 回で表記されておりますが，授業時間や授業日程は各
スクーリングの開講講座表の記載通りとなります。
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英米事情Ⅰ                             和泉 周子 

◆授業概要 

本授業ではアメリカ合衆国についての基本的な知識の習得という点に焦点を当てます。ア

メリカという国を概観し、その歴史的、文化的、宗教的背景や社会性や国民性、精神性等

について学ぶことで、アメリカ研究や異文化理解といったより専門的な分野への学習に向

けた基礎作りをします。 

※章内で学習する内容を絞ったり、教科書内(章内)で扱われていない内容を学習すること

があります。 

◆学修到達目標 

アメリカという国を様々な観点から論じることができるようになる。 

◆授業方法 

・オンデマンド 

授業動画は内容に沿って分割し、番号を付しますので、番号順に視聴してください。授業

動画の中には課題が含まれたものもありますので、オンデマンド授業期間に配信される授

業動画は必ずすべて視聴してください。 

・対面授業 

対面授業はオンデマンド授業期間に配信される授業動画をすべて視聴しているという前提

のもとに進めます。授業は主に講義形式で行いますが、みなさんに発言や発表をしていた

だいたり、クラスでディスカッションする時間を設けたりもしますので、事前学修(予習)

を行う際にご自身の考えをまとめておいてください。                                                  

授業計画通りに進めますが、進度はあくまでの目安であり、授業計画通りの進度で進まな

い場合があります。 

◆履修条件 

なし 

◆成績評価基準 

オンデマンド授業期間内に提出する課題（40％）、対面授業期間の最終日に実施する試験

（50％）、対面授業期間の授業への参加度（10％）すべて出席していることを前提として

評価を行います(オンデマンド授業期間は課題の提出が出席を兼ねます)。対面授業期間の

授業への参加度は、予習状況やディスカッションへの参加状況等から総合的に評価しま

す。 

◆教科書 

市販本『新・アメリカ研究入門[増補改訂版]』 矢野重喜編 成美堂 2013年 

◆参考書 

アメリカ合衆国に関する資料すべて 

◆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 

・ガイダンス：授業の内容や進め方、成績評価基準等の説明 

・3. アメリカの歴史 

・8. アメリカの経済と経営 

・10. アメリカの科学技術 

・課題 

事 前 学 修 

・シラバスを読む 

・教科書の該当章(とその内容に関連した参考書)を読み、自身

の考えをまとめる。※授業では扱いませんが、導入として「1. 

序章 アメリカ研究を始めよう」を読んでおいてください。 

・課題に取り組み、提出する 

事 後 学 修 学習した内容を復習し、再度自身の考えをまとめる。 

 

・対面授業 

１

日

目 

授 業 内 容 

・11. アメリカの社会 

・12. アメリカの民族 

・15. アメリカの宗教 －任意主義の浸透と信教の自由の確立

－ 

２

日

目 

授 業 内 容 

・13. アメリカの女性 －価値観の変化を中心として－ 

・17. アメリカの文学 －神話と文学的想像力－ 

・20. アメリカ大衆文化がつくった日本 －アメリカ文化研究

への誘い－ 

・試験 

事 前 学 修 

・教科書の該当章(とその内容に関連した参考書)を読み、自身の

考えをまとめる。 

・試験の準備をする。 

事 後 学 修 

学習した内容を復習し、再度自身の考えをまとめる。 
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〔中小企業論〕� 山本　篤民
◆授業概要　日本の企業の 99％以上は，「中小企業」である。個々の中小企業の規模は小さいが，中小企業を１つの層として捉えた

場合，日本の経済や産業のなかで果たしている役割は決して小さなものではない。また，戦前・戦後の各時代において中小企業は，
日本経済の発展や人々の暮らしを支えてきた。本授業では，中小企業が日本の経済や社会のなかで果たしている役割を理論的・実
証的に分析できる能力を身につける。

◆学修到達目標　１．日本の経済や産業のなかで中小企業が果たしている役割を説明することができる。
２．地域経済や社会のなかで中小企業が果たしている役割を説明することができる。
３．中小企業が直面してきた問題や課題と政策的な対応について説明することができる。

◆授業方法　
・オンデマンド

資料とともに授業動画を視聴すること。一度の視聴ではわからなかった内容については，繰り返して視聴すること。授業に関す
る意見や感想，質問は Google Classroom にて受け付け，回答する。なお，動画のなかに小レポートの課題が含まれている場
合がある（その場合には明示する）。

・対面授業
毎回，パワーポイントの資料をもとに授業を進める。受講生の問題関心を授業に反映させるために，授業中に意見や感想を求め
ることがある。授業のなかで小レポートの課題に取り組んでもらうことがある。

◆履修条件　令和２年度夏期スクーリング『中小企業論』（山本篤民）とは積み重ね不可。
◆教科書　丸沼   『21 世紀中小企業論』　渡辺幸男ほか　第３版　有斐閣　2013 年

資料配布（Classroom）  オンデマンド授業の際は Google Classroom から資料をダウンロードすること
◆参考書　丸沼   『よくわかる中小企業』　関智宏編著　ミネルヴァ書房　2020 年

丸沼   『先進事例で学ぶ　地域経済論×中小企業論』　長山宗広編著　ミネルヴァ書房　2020 年
◆成績評価基準　オンデマンド授業と対面授業において出題する小レポートが評価対象となる（オンデマンド授業 50％，対面授業

50％）。なお，すべての授業を視聴・出席していることを前提として評価する。
◆授業相談（連絡先）：yamamoto.atsutami@nihon-u.ac.jp
◆授業計画〔各90分〕
・オンデマンド

授業内容

１．授業ガイダンス（中小企業論の学び方と研究の意義）と中小企業の定義
２．中小企業問題の推移①戦後復興期の中小企業問題と二重構造問題
３．中小企業問題の推移②高度経済成長期の中小企業問題と安定成長期への移行
４．中小企業問題の推移③円高不況期からバブル崩壊後の中小企業問題
５．中小企業問題の推移④グローバル経済とコロナ禍の中小企業問題

事前学修

１．教科書の序文および第３章を読み，中小企業論の研究の概要と中小企業の定義について確認すること。
２．教科書第４章１節と第５章１節を読み，戦後復興期の中小企業の状況と二重構造問題を確認すること。
３．教科書第４章２節・３節と第５章２節・３節を読み，高度経済成長期と安定成長期の中小企業の状況を確認すること。
４．教科書第４章３節・４節と第５章３節・４節を読み，円高不況期とバブル崩壊後の中小企業の状況を確認すること。
５．教科書第４章４節と第５章４節および中小企業庁のホームページのコロナ感染対策を読み，グローバル経済およびコ

ロナ禍における中小企業の状況を確認すること。

事後学修 授業の際に提示する資料と教科書の該当箇所を読みなおす。Google フォームの「授業に関する意見・感想」の欄に授業
の要点を整理する。

・対面授業

１日目 授業内容

Ⅰ．中小企業研究の展開
１．中小企業存立条件論―中小規模の企業が存立する根拠をめぐる議論―
２．中小企業問題論と中小企業問題否定論（ベンチャービジネス論）

Ⅱ．産業集積と中小企業
１．産業集積の理論と類型
２．大都市型集積の特徴と事例―東京都大田区の事例を中心に―
３．城下町型集積と産地型集積の特徴と事例―愛媛県今治市のタオル産地の事例を中心に―

２日目 授業内容

Ⅲ．中小商業問題
１．中小商業の特徴と商業政策の変遷
２．商店街の現状―商店街実態調査より―
３．コンビニエンスストアの経営課題

Ⅳ．中小企業政策の変遷
１．経済民主化型中小企業政策と中小企業近代化政策
２．知識集約化政策と競争政策

事前学修

Ⅰ．中小企業研究の展開
教科書第４章１節・２節と第５章２節を読み，中小企業問題やベンチャービジネスについて確認すること。
Ⅱ．産業集積と中小企業
教科書第６章３節を読み，産業集積の概要について確認すること。
Ⅲ．教科書第８章と第９章を読み，中小商業の特徴と商業政策の変遷について確認すること。
Ⅳ．教科書第 11 章を読み，戦後の中小企業政策の変遷を確認すること。

事後学修 授業の際に配布する資料と教科書の該当箇所を読みなおす。授業の要点をまとめること。

講座内容（シラバス）� ※ 令和元年度より授業計画が全 15 回で表記されておりますが，授業時間や授業日程は各
スクーリングの開講講座表の記載通りとなります。


