
（201010） 

科 目 名 法学概論（日本国憲法） 

英文科目名 Introduction to Law (Constitution of Japan) 

教 員 名 小林 幸夫 

単 位 数 2 授業区分 選択 

年次配当 1 開講区分 
2013 年度 

前期 

授業概要 

及 び 

到達目標 

【授業概要】 
 日本国憲法は施行から、65 年を越えた。わが国の憲
法学者は、一般に現行憲法を絶対視してきた。もっぱら
憲法規定の解釈、そしてそれの論理的帰結を発展させ
るような法令づくりを推進する議論が、そこには見出され
た。 
 だがこれでは、戦後の日本で憲法が果した役割、また
この憲法の下で現れた不都合もきちんと理解できない。 
 そこで、日本国憲法は何であり、何であったか、そしてこ
の憲法を通して現れている近代憲法の理念・原則・特徴
は何なのかという問題関心により、日本国憲法の特徴と
現在を明らかにする。 
【到達目標】 
 日本国憲法の基本原則や、国会、内閣、裁判所の仕
組みについて説明できる。 

授業計画 

１．日本国憲法の成立過程 
２．天皇制（１）－国民主権と象徴天皇制 
３．天皇制（２）－天皇の権能、皇位の継承 
４．平和主義（１）－いろいろな憲法や条約における平和
主義 
５．平和主義（２）－第９条の戦争放棄、戦力不保持、交
戦権否認 
６．基本的人権（１）－人権宣言の歴史 
７．基本的人権（２）－法の下の平等 
８．基本的人権（３）－人権規定の内容（自由権を中心
に） 
９．基本的人権（４）－人権規定の内容（社会権を中心
に） 
10．国会（１）－二院制、国会の組織と機能 
11．国会（２）－国会の活動 
12．内閣（1）－議院内閣制 
13．内閣（2）－組織と権限 
14．裁判所－司法権の独立、裁判所の組織と権能 
15．まとめと学力考査 

履修上の 

注意及び 

準備学習 

（予習，復習 

について） 

憲法をめぐるマスコミの話題及び日常的な出来事に関心
をもつこと。 授業をふまえて、憲法の視点からいろいろ
な出来事について考えてみること。 
予習として、教科書の関連の章を要約し、自分なりにポ
イントを整理しておくこと。 
復習として、教科書各章末の課題を解いてみること。 

成績評価 

方法及び 

試験方法 

【成績評価方法】 
学期末試験 
【試験方法】 
論述形式のペーパーテスト 

教科書等 

教科書：小林幸夫・吉田直正編著『日本国憲法入門』
(玉川大学出版部)2520 円 
 

備考 

 

 

 （201011） 

科 目 名 法学概論（日本国憲法） 

英文科目名 Introduction to Law (Constitution of Japan) 

教 員 名 小林 幸夫 

単 位 数 2 授業区分 選択 

年次配当 1 開講区分 
2013 年度 

後期 

授業概要 

及 び 

到達目標 

【授業概要】 
 日本国憲法は施行から、65 年を越えた。わが国の憲
法学者は、一般に現行憲法を絶対視してきた。もっぱら
憲法規定の解釈、そしてそれの論理的帰結を発展させ
るような法令づくりを推進する議論が、そこには見出され
た。 
 だがこれでは、戦後の日本で憲法が果した役割、また
この憲法の下で現れた不都合もきちんと理解できない。 
 そこで、日本国憲法は何であり、何であったか、そして
この憲法を通して現れている近代憲法の理念・原則・特
徴は何なのかという問題関心により、日本国憲法の特徴
と現在を明らかにする。 
【到達目標】 
 日本国憲法の基本原則や、国会、内閣、裁判所の仕
組みについて説明できる。 

授業計画 

１．日本国憲法の成立過程 
２．天皇制（１）－国民主権と象徴天皇制 
３．天皇制（２）－天皇の権能、皇位の継承 
４．平和主義（１）－いろいろな憲法や条約における平和
主義 
５．平和主義（２）－第９条の戦争放棄、戦力不保持、
交戦権否認 
６．基本的人権（１）－人権宣言の歴史 
７．基本的人権（２）－法の下の平等 
８．基本的人権（３）－人権規定の内容（自由権を中心
に） 
９．基本的人権（４）－人権規定の内容（社会権を中心
に） 
10．国会（１）－二院制、国会の組織と機能 
11．国会（２）－国会の活動 
12．内閣（1）－議院内閣制 
13．内閣（2）－組織と権限 
14．裁判所－司法権の独立、裁判所の組織と権能 
15．まとめと学力考査 

履修上の 

注意及び 

準備学習 

（予習，復習 

について） 

憲法をめぐるマスコミの話題及び日常的な出来事に関
心をもつこと。 授業をふまえて、憲法の視点からいろい
ろな出来事について考えてみること。 
予習として、教科書の関連の章を要約し、自分なりにポ
イントを整理しておくこと。 
復習として、教科書各章末の課題を解いてみること。 

成績評価 

方法及び 

試験方法 

【成績評価方法】 
学期末試験 
【試験方法】 
論述形式のペーパーテスト 

教科書等 

教科書：小林幸夫・吉田直正編著『日本国憲法入門』
(玉川大学出版部)2520 円 
 

備考 

 

 



（201020） 

科 目 名 社会学概論 

英文科目名 Introduction to Sociology 

教 員 名 髙木 聖 

単 位 数 2 授業区分 選択 

年次配当 1 開講区分 
2013 年度 

前期 

授業概要 

及 び 

到達目標 

【授業目的】 
人間の行動と社会のしくみを理解する。 
【授業概要】  
 芸術学部の学生にとって自らの作品を問う世間（世の
中）を知ることは重要であろう。そこで当科目では現代社
会を理解するため「社会学」の観点から「世間（世の中）」
についてご案内する。 
【到達目標】 
 人間と社会に正面から向き合うことができる。 

授業計画 

 主な内容は以下のとおりである。 
１．ガイダンス＜履修にあたって＞ 
２．社会学とは 
３．現代社会の特徴 
４．行為の類型 
５．集団と集合体 
６．群集心理と大衆化社会 
７．会社とは 
８．序列とマナー 
９．職場と人間関係 
１０．グラフの選択と種類 
1１．統計のウソ 
１２．資本主義というシステム 
１３．産業社会の光と影 
１４．高齢化社会の行方 
１５．今学期のまとめ 

履修上の 

注意及び 

準備学習 

（予習，復習 

について） 

【履修上の注意】 
 当科目の履修希望者は、初回ガイダンスに必ず出席さ
れたい。 
 なお、以下の三点を約束できない方の入場は固くお断
りする。（１）時間厳守で集合する、（２）私語を慎む、（３）
継続的に出席する。 
【準備学習】 
 予習は必要としない。復習として教科書の該当部分を
あわせて理解すること。 

成績評価 

方法及び 

試験方法 

【成績評価方法】 
 所定の出席回数を満たした場合に限り、「単位認定試
験」の受験資格が与えられる。その試験の結果をもって
主に判定する。 
【試験方法】 
 前期授業期間内に「単位認定試験」（筆記試験・持込
不可）を実施する。 
【成績評価】 
 授業内に学習成果を確認するために実施される小テ
ストを加味して総合的に判定する。 
 単位認定試験９０％＋小テスト１０％ 
 

教科書等 

【教科書】 
髙木聖・村田雅之・大島武共著  
『はじめて学ぶ社会学』  
慶應義塾大学出版会  
本体１８００円＋税（生協取扱） 

備考 

 

 

 （201021） 

科 目 名 社会学概論 

英文科目名 Introduction to Sociology 

教 員 名 髙木 聖 

単 位 数 2 授業区分 選択 

年次配当 1 開講区分 
2013 年度 

前期 

授業概要 

及 び 

到達目標 

【授業目的】 
人間の行動と社会のしくみを理解する。 
【授業概要】  
 芸術学部の学生にとって自らの作品を問う世間（世の
中）を知ることは重要であろう。そこで当科目では現代社
会を理解するため「社会学」の観点から「世間（世の
中）」についてご案内する。 
【到達目標】 
 人間と社会に正面から向き合うことができる。 

授業計画 

 主な内容は以下のとおりである。 
１．ガイダンス＜履修にあたって＞ 
２．社会学とは 
３．現代社会の特徴 
４．行為の類型 
５．集団と集合体 
６．群集心理と大衆化社会 
７．会社とは 
８．序列とマナー 
９．職場と人間関係 
１０．グラフの選択と種類 
1１．統計のウソ 
１２．資本主義というシステム 
１３．産業社会の光と影 
１４．高齢化社会の行方 
１５．今学期のまとめ 

履修上の 

注意及び 

準備学習 

（予習，復習 

について） 

【履修上の注意】 
 当科目の履修希望者は、初回ガイダンスに必ず出席さ
れたい。 
 なお、以下の三点を約束できない方の入場は固くお断
りする。（１）時間厳守で集合する、（２）私語を慎む、（３）
継続的に出席する。 
【準備学習】 
 予習は必要としない。復習として教科書の該当部分を
あわせて理解すること。 

成績評価 

方法及び 

試験方法 

【成績評価方法】 
 所定の出席回数を満たした場合に限り、「単位認定試
験」の受験資格が与えられる。その試験の結果をもって
主に判定する。 
【試験方法】 
 前期授業期間内に「単位認定試験」（筆記試験・持込
不可）を実施する。 
【成績評価】 
 授業内に学習成果を確認するために実施される小テ
ストを加味して総合的に判定する。 
 単位認定試験９０％＋小テスト１０％ 
 

教科書等 

【教科書】 
髙木聖・村田雅之・大島武共著  
『はじめて学ぶ社会学』  
慶應義塾大学出版会  
本体１８００円＋税（生協取扱） 

備考 

 

 



（201030） 

科 目 名 日本文化史 

英文科目名 History of Japanese Culture 

教 員 名 今村 みゑ子 

単 位 数 2 授業区分 選択 

年次配当 1 開講区分 
2013 年度 

後期 

授業概要 

及 び 

到達目標 

【授業概要】 
 グローバル化が進んだ今日、文化は先進国を中心とす
る画一化に飽き足らず、グローバルであるがゆえに、かえ
ってさまざまな民族の固有の文化が注目されている。本
授業では日本文化を形成する基となったいくつかの文化
事象を選び、論や作品を核として、具体的に文化の相、
およびその史的展開を眺める。 
【授業目標】 
 「温故知新」という言葉もあるように、「古きを尋ねて新
しきを知る」ことは、独自の魅力を活かした文化を新たに
生成することにつながるものと思う。授業内容の中から考
察を深めたいテーマを取り上げ、課題レポートとしてきち
んとした小論文を作成することができる。 
  
 

授業計画 

１、ガイダンス、年譜による日本文化史概要 
２、宮崎駿作品の中の日本文化（自然観） 
  『風の谷のナウシカ』『となりのトトロ』 『もののけ姫』等
から 
３、２の続き 
４、日本神話と歴史 
  『古事記』神々の誕生から神武天皇まで 
５、４の続き 
６、日本語表記の多様性 
  漢字の導入と仮名文字の形成、縦書と横書 
７、６の続き 
８、大和歌と四季の美 
  『古今集』序文と四季の歌 
   川端康成『美しい日本の私』 
９、８の続き 
10、王朝文化の洗練と言葉 
  『紫式部日記』と『枕草子』 
11、10 の続き 
12、地獄と極楽への想像力 
  源信『往生要集』とその影響 
13、12 の続き 
14、千利休とわび茶 
  『山上宗二記』・『南方録』 
15、14 の続き 
＊単元時間のずれにより、14 はできない可能性がある。 

履修上の 

注意及び 

準備学習 

（予習，復習 

について） 

遅刻・私語厳禁 

成績評価 

方法及び 

試験方法 

 期末提出レポートの評価を９０点満点、授業中に数回
実施するミニレポートの評価を５点満点とする。 
 授業への取り組み状況を５点満点に換算し、上記評価
にプラス・マイナスする。 
 ただし、欠席回数が１／３を超えるとレポート提出の資
格を失い、不可となる。 
 評価基準、評価点の算出方法等については、最初の
授業におけるガイダンスでプリントを配付して説明する。 
 

教科書等 

 プリント配付。古文の資料は全て現代語訳（必要に応じ
て原文も紹介する）。配付プリントの枚数がやや多くなる
が、そのねらいは、なるべく全容を知ってほしいこと、およ
び自学自習にも役立ててほしいことにある。 

備考 

 

 

 （201031） 

科 目 名 日本文化史 

英文科目名 History of Japanese Culture 

教 員 名 今村 みゑ子 

単 位 数 2 授業区分 選択 

年次配当 1 開講区分 
2013 年度 

後期 

授業概要 

及 び 

到達目標 

【授業概要】 
 グローバル化が進んだ今日、文化は先進国を中心とす
る画一化に飽き足らず、グローバルであるがゆえに、かえ
ってさまざまな民族の固有の文化が注目されている。本
授業では日本文化を形成する基となったいくつかの文化
事象を選び、論や作品を核として、具体的に文化の相、
およびその史的展開を眺める。 
【授業目標】 
 「温故知新」という言葉もあるように、「古きを尋ねて新
しきを知る」ことは、独自の魅力を活かした文化を新たに
生成することにつながるものと思う。授業内容の中から考
察を深めたい問題を取り上げ、課題レポートとしてきちん
とした小論文を作成することができる。 
  
 

授業計画 

１、ガイダンス、年譜による日本文化史概要 
２、宮崎駿作品の中の日本文化（自然観） 
  『風の谷のナウシカ』『となりのトトロ』 『もののけ姫』等
から 
３、２の続き 
４、日本神話と歴史 
  『古事記』神々の誕生から神武天皇まで 
５、４の続き 
６、日本語表記の多様性 
  漢字の導入と仮名文字の形成、縦書と横書 
７、６の続き 
８、大和歌と四季の美 
  『古今集』序文と四季の歌 
   川端康成『美しい日本の私』 
９、８の続き 
10、王朝文化の洗練と言葉 
  『紫式部日記』と『枕草子』 
11、10 の続き 
12、地獄と極楽への想像力 
  源信『往生要集』とその影響 
13、12 の続き 
14、千利休とわび茶 
  『山上宗二記』・『南方録』 
15、14 の続き 
＊単元時間のずれにより、14 はできない可能性がある。 

履修上の 

注意及び 

準備学習 

（予習，復習 

について） 

遅刻・私語厳禁 

成績評価 

方法及び 

試験方法 

 期末提出レポートの評価を９０点満点、授業中に数回
実施するミニレポートの評価を５点満点とする。 
 授業への取り組み状況を５点満点に換算し、上記評価
にプラス・マイナスする。 
 ただし、欠席回数が１／３を超えるとレポート提出の資
格を失い、不可となる。 
 評価基準、評価点の算出方法等については、最初の
授業におけるガイダンスでプリントを配付して説明する。 
 

教科書等 

 プリント配付。古文の資料は全て現代語訳（必要に応じ
て原文も紹介する）。配付プリントの枚数がやや多くなる
が、そのねらいは、なるべく全容を知ってほしいこと、およ
び自学自習にも役立ててほしいことにある。 

備考 

 

 



（201040） 

科 目 名 アートのための数学 

英文科目名 Mathematics for Art 

教 員 名 牟田 淳 

単 位 数 2 授業区分 選択 

年次配当 1 開講区分 
2013 年度 

前期 

授業概要 

及 び 

到達目標 

芸術の世界で重要な役割を果たす音、光、色を使いこ
なすためには、難解な数学はまったく必要ないが、文系
アート向けの簡単な数学は必要である。 
少し例を挙げるだけでも写真における画角、被写体の明
るさ、音の大きさと高低、光と色の基本、光の混色を図
から求めるなどの場面において三角関数、指数対数、グ
ラフなどの知識が必要となる。芸術は音、色、光といった
自然現象を通じて作られるが、自然現象は数学で記述
されるからである。 
現在、パソコンで CG やアニメが作られるが、これらを使う
上でも数学の知識が必要となる。例えば３DCG はもちろ
んのことフォトショップで色を扱ったりビデオ編集ソフトで動
画を作ったり音を編集するだけでも数学が関わってくる。 
この授業では光、色、カメラの実験や実際の CG ソフトな
ど実例を通じて基本的な数学を学ぶ。「天の川のデジカ
メ写真を撮るにはどうすればいい?」「何故、光の三原色
を混ぜると白になるのか?」「ドミソの和音は何故美しく響
きあう?」などいろいろな知識も学べます。 
授業内容はこの授業をもとに作られた本、「アートのため
の数学」 牟田淳著 オーム社 からより詳しく知ることが
できる（図書館にあり）。 
これらの授業は全て文科生向けに作られており、ほとん
ど数式はないので、安心して受講してほしい。 

授業計画 

1. ガイダンス  
第１部 写真、光、音と数学 
2. 明るさを知るための数学 
3. カメラを知るための数学 
4. 光と音を知るための数学  
5. 美しい音の仕組みを知るための数学 
6. 何故、赤と緑と青の光の三原色を混ぜると白色にな
るのか？ 
7. 音階の決定法と倍々ゲーム 
8. 臨機応変な人間の感覚と対数 
第 2 部 ３DCG、アニメの数学 
9. 3DCG の数学 
10. グラフとプログラミングによるアニメーション 
11. 運動の法則とアニメーション  
第 3 部 コンピュータと数学 
12. デジタルな画像と色と音Ⅰ 
13. デジタルな画像と色と音Ⅱ 
14. ベジエ曲線を使いこなす 
15. 写真加工とトーンカーブ 
 

履修上の 

注意及び 

準備学習 

（予習，復習 

について） 

ガイダンスに出席すること。 
各章のとびらの文章を読んでおいてください 

成績評価 

方法及び 

試験方法 

【成績評価方法】 
欠席回数が授業回数の 1/3 を超えない事を前提として
以下の配分で成績をつけます。 
１. レポート：70 点 
２. 出席管理システムに出席登録したうえで授業中課
題：30 点 
【試験方法】 
試験はなし 

教科書等 

教科書：「アートのための数学」 牟田淳 オーム社（この
授業をもとに作成された本） 2100 円 
 

備考 

参考書 あかりと照明のサイエンス 牟田淳著、オーム
社（2011） 

 

 （201041） 

科 目 名 アートのための数学 

英文科目名 Mathematics for Art 

教 員 名 牟田 淳 

単 位 数 2 授業区分 選択 

年次配当 1 開講区分 
2013 年度 

前期 

授業概要 

及 び 

到達目標 

芸術の世界で重要な役割を果たす音、光、色を使いこ
なすためには、難解な数学はまったく必要ないが、文系
アート向けの簡単な数学は必要である。 
少し例を挙げるだけでも写真における画角、被写体の明
るさ、音の大きさと高低、光と色の基本、光の混色を図
から求めるなどの場面において三角関数、指数対数、グ
ラフなどの知識が必要となる。芸術は音、色、光といった
自然現象を通じて作られるが、自然現象は数学で記述
されるからである。 
現在、パソコンで CG やアニメが作られるが、これらを使う
上でも数学の知識が必要となる。例えば３DCG はもちろ
んのことフォトショップで色を扱ったりビデオ編集ソフトで動
画を作ったり音を編集するだけでも数学が関わってくる。 
この授業では光、色、カメラの実験や実際の CG ソフトな
ど実例を通じて基本的な数学を学ぶ。「天の川のデジカ
メ写真を撮るにはどうすればいい?」「何故、光の三原色
を混ぜると白になるのか?」「ドミソの和音は何故美しく響
きあう?」などいろいろな知識も学べます。 
授業内容はこの授業をもとに作られた本、「アートのため
の数学」 牟田淳著 オーム社 からより詳しく知ることが
できる（図書館にあり）。 
これらの授業は全て文科生向けに作られており、ほとん
ど数式はないので、安心して受講してほしい。 

授業計画 

1. ガイダンス  
第１部 写真、光、音と数学 
2. 明るさを知るための数学 
3. カメラを知るための数学 
4. 光と音を知るための数学  
5. 美しい音の仕組みを知るための数学 
6. 何故、赤と緑と青の光の三原色を混ぜると白色にな
るのか？ 
7. 音階の決定法と倍々ゲーム 
8. 臨機応変な人間の感覚と対数 
第 2 部 ３DCG、アニメの数学 
9. 3DCG の数学 
10. グラフとプログラミングによるアニメーション 
11. 運動の法則とアニメーション  
第 3 部 コンピュータと数学 
12. デジタルな画像と色と音Ⅰ 
13. デジタルな画像と色と音Ⅱ 
14. ベジエ曲線を使いこなす 
15. 写真加工とトーンカーブ 
 

履修上の 

注意及び 

準備学習 

（予習，復習 

について） 

ガイダンスに出席すること。 
各章のとびらの文章を読んでおいてください 

成績評価 

方法及び 

試験方法 

【成績評価方法】 
欠席回数が授業回数の 1/3 を超えない事を前提として
以下の配分で成績をつけます。 
１. レポート：70 点 
２. 出席管理システムに出席登録したうえで授業中課
題：30 点 
【試験方法】 
試験はなし 

教科書等 

教科書：「アートのための数学」 牟田淳 オーム社（この
授業をもとに作成された本） 2100 円 
 

備考 

参考書 あかりと照明のサイエンス 牟田淳著、オーム
社（2011） 

 



（201042） 

科 目 名 アートのための数学 

英文科目名 Mathematics for Art 

教 員 名 牟田 淳 

単 位 数 2 授業区分 選択 

年次配当 1 開講区分 
2013 年度 

前期 

授業概要 

及 び 

到達目標 

芸術の世界で重要な役割を果たす音、光、色を使いこ
なすためには、難解な数学はまったく必要ないが、文系
アート向けの簡単な数学は必要である。 
少し例を挙げるだけでも写真における画角、被写体の明
るさ、音の大きさと高低、光と色の基本、光の混色を図
から求めるなどの場面において三角関数、指数対数、グ
ラフなどの知識が必要となる。芸術は音、色、光といった
自然現象を通じて作られるが、自然現象は数学で記述
されるからである。 
現在、パソコンで CG やアニメが作られるが、これらを使う
上でも数学の知識が必要となる。例えば３DCG はもちろ
んのことフォトショップで色を扱ったりビデオ編集ソフトで動
画を作ったり音を編集するだけでも数学が関わってくる。 
この授業では光、色、カメラの実験や実際の CG ソフトな
ど実例を通じて基本的な数学を学ぶ。「天の川のデジカ
メ写真を撮るにはどうすればいい?」「何故、光の三原色
を混ぜると白になるのか?」「ドミソの和音は何故美しく響
きあう?」などいろいろな知識も学べます。 
授業内容はこの授業をもとに作られた本、「アートのため
の数学」 牟田淳著 オーム社 からより詳しく知ることが
できる（図書館にあり）。 
これらの授業は全て文科生向けに作られており、ほとん
ど数式はないので、安心して受講してほしい。 

授業計画 

1. ガイダンス  
第１部 写真、光、音と数学 
2. 明るさを知るための数学 
3. カメラを知るための数学 
4. 光と音を知るための数学  
5. 美しい音の仕組みを知るための数学 
6. 何故、赤と緑と青の光の三原色を混ぜると白色にな
るのか？ 
7. 音階の決定法と倍々ゲーム 
8. 臨機応変な人間の感覚と対数 
第 2 部 ３DCG、アニメの数学 
9. 3DCG の数学 
10. グラフとプログラミングによるアニメーション 
11. 運動の法則とアニメーション  
第 3 部 コンピュータと数学 
12. デジタルな画像と色と音Ⅰ 
13. デジタルな画像と色と音Ⅱ 
14. ベジエ曲線を使いこなす 
15. 写真加工とトーンカーブ 
 

履修上の 

注意及び 

準備学習 

（予習，復習 

について） 

ガイダンスに出席すること。 
各章のとびらの文章を読んでおいてください 

成績評価 

方法及び 

試験方法 

【成績評価方法】 
欠席回数が授業回数の 1/3 を超えない事を前提として
以下の配分で成績をつけます。 
１. レポート：70 点 
２. 出席管理システムに出席登録したうえで授業中課
題：30 点 
【試験方法】 
試験はなし 

教科書等 
教科書：「アートのための数学」 牟田淳 オーム社（この
授業をもとに作成された本） 2100 円 
 

備考 

参考書 あかりと照明のサイエンス 牟田淳著、オーム
社（2011） 

 

 （201050） 

科 目 名 造形基礎数学 

英文科目名 Basic Mathematics for Graphic Arts 

教 員 名 牟田 淳 

単 位 数 2 授業区分 選択 

年次配当 1 開講区分 
2013 年度 

前期 

授業概要 

及 び 

到達目標 

芸術の世界で重要な役割を果たす音、光、色を使いこ
なすためには、難解な数学はまったく必要ないが、文系
アート向けの簡単な数学は必要である。 
少し例を挙げるだけでも写真における画角、被写体の明
るさ、音の大きさと高低、光と色の基本、光の混色を図
から求めるなどの場面において三角関数、指数対数、グ
ラフなどの知識が必要となる。芸術は音、色、光といった
自然現象を通じて作られるが、自然現象は数学で記述
されるからである。 
現在、パソコンで CG やアニメが作られるが、これらを使う
上でも数学の知識が必要となる。例えば３DCG はもちろ
んのことフォトショップで色を扱ったりビデオ編集ソフトで動
画を作ったり音を編集するだけでも数学が関わってくる。 
この授業では光、色、カメラの実験や実際の CG ソフトな
ど実例を通じて基本的な数学を学ぶ。「天の川のデジカ
メ写真を撮るにはどうすればいい?」「何故、光の三原色
を混ぜると白になるのか?」「ドミソの和音は何故美しく響
きあう?」などいろいろな知識も学べます。 
授業内容はこの授業をもとに作られた本、「アートのため
の数学」 牟田淳著 オーム社 からより詳しく知ることが
できる（図書館にあり）。 
これらの授業は全て文科生向けに作られており、ほとん
ど数式はないので、安心して受講してほしい。 

授業計画 

1. ガイダンス  
第１部 写真、光、音と数学 
2. 明るさを知るための数学 
3. カメラを知るための数学 
4. 光と音を知るための数学  
5. 美しい音の仕組みを知るための数学 
6. 何故、赤と緑と青の光の三原色を混ぜると白色にな
るのか？ 
7. 音階の決定法と倍々ゲーム 
8. 臨機応変な人間の感覚と対数 
第 2 部 ３DCG、アニメの数学 
9. 3DCG の数学 
10. グラフとプログラミングによるアニメーション 
11. 運動の法則とアニメーション  
第 3 部 コンピュータと数学 
12. デジタルな画像と色と音Ⅰ 
13. デジタルな画像と色と音Ⅱ 
14. ベジエ曲線を使いこなす 
15. 写真加工とトーンカーブ 
 

履修上の 

注意及び 

準備学習 

（予習，復習 

について） 

ガイダンスに出席すること。 
各章のとびらの文章を読んでおいてください 

成績評価 

方法及び 

試験方法 

【成績評価方法】 
欠席回数が授業回数の 1/3 を超えない事を前提として
以下の配分で成績をつけます。 
１. レポート：70 点 
２. 出席管理システムに出席登録したうえで授業中課
題：30 点 
【試験方法】 
試験はなし 

教科書等 
教科書：「アートのための数学」 牟田淳 オーム社（この
授業をもとに作成された本） 2100 円 
 

備考 

参考書 あかりと照明のサイエンス 牟田淳著、オーム
社（2011） 

 



（201051） 

科 目 名 造形基礎数学 

英文科目名 Basic Mathematics for Graphic Arts 

教 員 名 牟田 淳 

単 位 数 2 授業区分 選択 

年次配当 1 開講区分 
2013 年度 

前期 

授業概要 

及 び 

到達目標 

芸術の世界で重要な役割を果たす音、光、色を使いこ
なすためには、難解な数学はまったく必要ないが、文系
アート向けの簡単な数学は必要である。 
少し例を挙げるだけでも写真における画角、被写体の明
るさ、音の大きさと高低、光と色の基本、光の混色を図
から求めるなどの場面において三角関数、指数対数、グ
ラフなどの知識が必要となる。芸術は音、色、光といった
自然現象を通じて作られるが、自然現象は数学で記述
されるからである。 
現在、パソコンで CG やアニメが作られるが、これらを使う
上でも数学の知識が必要となる。例えば３DCG はもちろ
んのことフォトショップで色を扱ったりビデオ編集ソフトで動
画を作ったり音を編集するだけでも数学が関わってくる。 
この授業では光、色、カメラの実験や実際の CG ソフトな
ど実例を通じて基本的な数学を学ぶ。「天の川のデジカ
メ写真を撮るにはどうすればいい?」「何故、光の三原色
を混ぜると白になるのか?」「ドミソの和音は何故美しく響
きあう?」などいろいろな知識も学べます。 
授業内容はこの授業をもとに作られた本、「アートのため
の数学」 牟田淳著 オーム社 からより詳しく知ることが
できる（図書館にあり）。 
これらの授業は全て文科生向けに作られており、ほとん
ど数式はないので、安心して受講してほしい。 

授業計画 

1. ガイダンス  
第１部 写真、光、音と数学 
2. 明るさを知るための数学 
3. カメラを知るための数学 
4. 光と音を知るための数学  
5. 美しい音の仕組みを知るための数学 
6. 何故、赤と緑と青の光の三原色を混ぜると白色にな
るのか？ 
7. 音階の決定法と倍々ゲーム 
8. 臨機応変な人間の感覚と対数 
第 2 部 ３DCG、アニメの数学 
9. 3DCG の数学 
10. グラフとプログラミングによるアニメーション 
11. 運動の法則とアニメーション  
第 3 部 コンピュータと数学 
12. デジタルな画像と色と音Ⅰ 
13. デジタルな画像と色と音Ⅱ 
14. ベジエ曲線を使いこなす 
15. 写真加工とトーンカーブ 
 

履修上の 

注意及び 

準備学習 

（予習，復習 

について） 

ガイダンスに出席すること。 
各章のとびらの文章を読んでおいてください 

成績評価 

方法及び 

試験方法 

【成績評価方法】 
欠席回数が授業回数の 1/3 を超えない事を前提として
以下の配分で成績をつけます。 
１. レポート：70 点 
２. 出席管理システムに出席登録したうえで授業中課
題：30 点 
【試験方法】 
試験はなし 

教科書等 
教科書：「アートのための数学」 牟田淳 オーム社（この
授業をもとに作成された本） 2100 円 
 

備考 

参考書 あかりと照明のサイエンス 牟田淳著、オーム
社（2011） 

 

 （201060） 

科 目 名 図形とデータ 

英文科目名 Mathematical Date and Graphics 

教 員 名 牟田 淳 

単 位 数 2 授業区分 選択 

年次配当 1 開講区分 
2013 年度 

後期 

授業概要 

及 び 

到達目標 

アーティストには表現力や感性が必要である。しかし、美
しい「雪の結晶」には感性も表現力もない。何故、感性も
表現力もない自然が美しい形を作り出すことができるの
だろうか？ 
実のところ、自然の美の法則の中には数学が潜んでいる
事が多い。一番有名なものは黄金比であろう。他にもシ
ンメトリーとか、美しいものの中には何らかの数学が秘め
られていることが多い。 
人類はこれら美の法則に潜む数学を芸術作品の中に埋
め込んできた。美しいスペインのアルハンブラ宮殿やピラ
ミッドの形、パルテノン神殿など。ダヴィンチも黄金比など
を使って芸術作品を作ってきた。 
この授業では、芸術の世界で現れる様々な数学を紹介
していく。美しい形の中にどんな数学が隠れているか、探
してみよう。これらの授業は全て文科生向けに作られて
おり、ほとんど数式はないので、安心して受講してほし
い。 
  
授業内容はこの授業をもとに作られた本、「デザインのた
めの数学」 牟田淳著 オーム社 からより詳しく知ること
ができる（図書館にあり）。 
 

授業計画 

 
第０部 序章 
 1. ガイダンス  
 2. デザインは自然が一番美しい 
第 1 部 黄金比と比率 
 3. 美しいバランスの黄金比 
 4. らせんとデザイン 
 5. 規則性のデザイン 
 6. 白銀比とキャラクター--ドラえもんなどの人気キャ
ラクターに隠されたひみつとは？-- 
 7. 美術品と比率 
 8. 比率と加工--カワイイ雰囲気は作れる？-- 
第 2 部 色々な数学と形 
 9. エッシャー風連続模様を作ろう！ 
 10. かたちと設計 
第 3 部 シンメトリー 
 11. シンメトリーのデザイン--雪の結晶や桜の花が美し
いわけ-- 
 12. パターンの見つけ方 
 13. 動きのデザイン 
 14. 繰り返し模様のデザイン 
 15. まとめ 

履修上の 

注意及び 

準備学習 

（予習，復習 

について） 

授業の前に教科書のとびらの文章を読んでおいてくださ
い。 

成績評価 

方法及び 

試験方法 

【成績評価方法】 
欠席回数が授業回数の 1/3 を超えない事を前提として
以下の配分で成績をつけます。 
１. レポート：70 点 
２. 出席管理システムに出席登録したうえで授業中課
題：30 点 
【試験方法】 
試験はなし 

教科書等 

教科書：『デザインのための数学』、牟田淳著、オーム社 
（この授業をもとに作られた本）2310 円 

備考 

参考書 アートを生みだす七つの数学（牟田淳著、オー
ム社）(2013) 

 



（201061） 

科 目 名 図形とデータ 

英文科目名 Mathematical Date and Graphics 

教 員 名 牟田 淳 

単 位 数 2 授業区分 選択 

年次配当 1 開講区分 
2013 年度 

後期 

授業概要 

及 び 

到達目標 

アーティストには表現力や感性が必要である。しかし、美
しい「雪の結晶」には感性も表現力もない。何故、感性も
表現力もない自然が美しい形を作り出すことができるの
だろうか？ 
実のところ、自然の美の法則の中には数学が潜んでいる
事が多い。一番有名なものは黄金比であろう。他にもシ
ンメトリーとか、美しいものの中には何らかの数学が秘めら
れていることが多い。 
人類はこれら美の法則に潜む数学を芸術作品の中に埋
め込んできた。美しいスペインのアルハンブラ宮殿やピラ
ミッドの形、パルテノン神殿など。ダヴィンチも黄金比など
を使って芸術作品を作ってきた。 
この授業では、芸術の世界で現れる様々な数学を紹介
していく。美しい形の中にどんな数学が隠れているか、探
してみよう。これらの授業は全て文科生向けに作られて
おり、ほとんど数式はないので、安心して受講してほしい。 
  
授業内容はこの授業をもとに作られた本、「デザインのた
めの数学」 牟田淳著 オーム社 からより詳しく知ること
ができる（図書館にあり）。 
 

授業計画 

 
第０部 序章 
 1. ガイダンス  
 2. デザインは自然が一番美しい 
第 1 部 黄金比と比率 
 3. 美しいバランスの黄金比 
 4. らせんとデザイン 
 5. 規則性のデザイン 
 6. 白銀比とキャラクター--ドラえもんなどの人気キャラ
クターに隠されたひみつとは？-- 
 7. 美術品と比率 
 8. 比率と加工--カワイイ雰囲気は作れる？-- 
第 2 部 色々な数学と形 
 9. エッシャー風連続模様を作ろう！ 
 10. かたちと設計 
第 3 部 シンメトリー 
 11. シンメトリーのデザイン--雪の結晶や桜の花が美し
いわけ-- 
 12. パターンの見つけ方 
 13. 動きのデザイン 
 14. 繰り返し模様のデザイン 
 15. まとめ 

履修上の 

注意及び 

準備学習 

（予習，復習 

について） 

授業の前に教科書のとびらの文章を読んでおいてくださ
い。 

成績評価 

方法及び 

試験方法 

【成績評価方法】 
欠席回数が授業回数の 1/3 を超えない事を前提として
以下の配分で成績をつけます。 
１. レポート：70 点 
２. 出席管理システムに出席登録したうえで授業中課
題：30 点 
【試験方法】 
試験はなし 

教科書等 

教科書：『デザインのための数学』、牟田淳著、オーム社 
（この授業をもとに作られた本） 2310 円 

備考 

参考書 アートを生みだす七つの数学（牟田淳著、オー
ム社）(2013) 

 

 （201062） 

科 目 名 図形とデータ 

英文科目名 Mathematical Date and Graphics 

教 員 名 牟田 淳 

単 位 数 2 授業区分 選択 

年次配当 1 開講区分 
2013 年度 

後期 

授業概要 

及 び 

到達目標 

アーティストには表現力や感性が必要である。しかし、美
しい「雪の結晶」には感性も表現力もない。何故、感性も
表現力もない自然が美しい形を作り出すことができるの
だろうか？ 
実のところ、自然の美の法則の中には数学が潜んでいる
事が多い。一番有名なものは黄金比であろう。他にもシ
ンメトリーとか、美しいものの中には何らかの数学が秘め
られていることが多い。 
人類はこれら美の法則に潜む数学を芸術作品の中に埋
め込んできた。美しいスペインのアルハンブラ宮殿やピラ
ミッドの形、パルテノン神殿など。ダヴィンチも黄金比など
を使って芸術作品を作ってきた。 
この授業では、芸術の世界で現れる様々な数学を紹介
していく。美しい形の中にどんな数学が隠れているか、探
してみよう。これらの授業は全て文科生向けに作られて
おり、ほとんど数式はないので、安心して受講してほし
い。 
  
授業内容はこの授業をもとに作られた本、「デザインのた
めの数学」 牟田淳著 オーム社 からより詳しく知ること
ができる（図書館にあり）。 
 

授業計画 

 
第０部 序章 
 1. ガイダンス  
 2. デザインは自然が一番美しい 
第 1 部 黄金比と比率 
 3. 美しいバランスの黄金比 
 4. らせんとデザイン 
 5. 規則性のデザイン 
 6. 白銀比とキャラクター--ドラえもんなどの人気キャ
ラクターに隠されたひみつとは？-- 
 7. 美術品と比率 
 8. 比率と加工--カワイイ雰囲気は作れる？-- 
第 2 部 色々な数学と形 
 9. エッシャー風連続模様を作ろう！ 
 10. かたちと設計 
第 3 部 シンメトリー 
 11. シンメトリーのデザイン--雪の結晶や桜の花が美し
いわけ-- 
 12. パターンの見つけ方 
 13. 動きのデザイン 
 14. 繰り返し模様のデザイン 
 15. まとめ 

履修上の 

注意及び 

準備学習 

（予習，復習 

について） 

授業の前に教科書のとびらの文章を読んでおいてくださ
い。 

成績評価 

方法及び 

試験方法 

【成績評価方法】 
欠席回数が授業回数の 1/3 を超えない事を前提として
以下の配分で成績をつけます。 
１. レポート：70 点 
２. 出席管理システムに出席登録したうえで授業中課
題：30 点 
【試験方法】 
試験はなし 

教科書等 
教科書：『デザインのための数学』、牟田淳著、オーム社 
（この授業をもとに作られた本） 2310 円 

備考 

参考書 アートを生みだす七つの数学（牟田淳著、オー
ム社）(2013) 

 



（201070） 

科 目 名 アートと物理 

英文科目名 Art and Physics 

教 員 名 牟田 淳 

単 位 数 2 授業区分 選択 

年次配当 1 開講区分 
2013 年度 

前期 

授業概要 

及 び 

到達目標 

何故、人は夜星を見上げるのだろう？美しいオーロラはどのようにしてできる

のだろう？銀河鉄道９９９のようにサイエンスフィクション（SF）を取り入れた作

品に何故人々は惹かれるのでしょう。 SF 作品に代表されるように、自然科

学は芸術に様々なインパクトを与えてきました。自然科学は芸術と深い結び

つきがあるのです。 

 この授業は３部構成となっています。まず第１部では、南十字星などの星

座、SF との関係、大宇宙から原子などの小さな世界までの魅力を紹介しま

す。第２部では主に音と光を学びます。色とは？光とは？なぜ空が青く、夕

焼けが赤く、海が青いの？海の中の音はきれいに聞こえるの？などの話題

を通して、音、光の不思議を理解します。 

中心となる第３部では、オーロラ、宇宙などについて学びます。自然科学の

中でも、オーロラ、宇宙関連の話題は人々を惹きつけます。「アインシュタイ

ン生涯最大の過ち」では永遠を手に入れようとした人間アインシュタインの物

語も紹介します。 

 第３部では、ミクロな世界の不思議についても学びます。ミクロな世界では

SF 作品でしばしば現れる「パラレルワールド」の話も出てきます。「事実は小

説よりも奇なり」なのです。 

 これらの授業は全て文科生向けに作られており、ほとんど数式はないの

で、安心して受講してほしい。 

授業内容はこの授業をもとに作られた本、「宇宙と物理をめぐる十二の授

業」 牟田淳著 オーム社 からより詳しく知ることができる（図書館にあり）。 

 

授業計画 

第 1 部 イントロダクション 

1. ガイダンス、SFでひっぱりだこの物理--鉄腕アトム、ドラえもん、銀河鉄道

９９９など-- 

2. 南十字星はどこにあるか知ってる？--いろいろな星座と天の川、銀河鉄

道の夜-- 

3. 宇宙船で宇宙のはてに行くと、どんな景色が広がっているの？魔法を使

って体を小さくすると、どんな世界が広がっているの？--素粒子から宇宙の

はてまで-- 

第 2 部 音と光 

4. 赤と青の違いは何？--波、音波、光波-- 

5. ブルーレイディスクはどうして大容量なの？--回折、5.1ch ホームシアタ

ー、海の中の音色-- 

6. 空が青く、夕焼けが赤く、海が青いわけ--減法混色、青空が青く、夕焼

けが赤いわけ-- 

第 3 部 オーロラと宇宙と時間とパラレルワールド--SF の世界の話題の元と

なる物理学-- 

7. 宇宙に永遠不変を探し求めたアインシュタイン--宇宙の創生とアインシ

ュタイン「生涯最大の過ち」とは？-- 

8. 私たちは星屑の子供たち--元素は星屑で作られた？-- 

9. オーロラは太陽からの手紙--光が生まれる仕組み-- 

10. 宇宙はどれくらい寒いの？--ホワイトバランス、色温度-- 

11.不思議の国のトムキンス--時間とは？-- 

12.星がかがやくわけ 

13.ミクロな世界とパラレルワールド?--量子の世界-- 

14.反陽子ばくだん、ポジトロンライフルの作り方--量子の世界２-- 

15.宇宙に終わりはあるのか--宇宙の将来-- 

 

履修上の 

注意及び 

準備学習 

（予習，復習 

について） 

ガイダンスに出席してください。 
授業前に各レッスンの扉の文章を読んでおきましょう。 

成績評価 

方法及び 

試験方法 

【成績評価方法】 
欠席回数が授業回数の 1/3 を超えない事を前提として
以下の配分で成績をつけます。 
１. レポート：70 点 
２. 出席管理システムに出席登録したうえで授業中課
題：30 点 
【試験方法】 
試験はなし 

教科書等 

教科書：宇宙と物理をめぐる 12 の授業 牟田淳著 オ
ーム社 2010(この授業をもとに作られた本)  2100 円 
 

備考 

参考書 学びなおすと物理は面白い  牟田淳著、ベレ
出版（2011） 
学んでみると量子論は面白い 牟田淳著、ベレ出版
（2012） 
 

 

 （201071） 

科 目 名 アートと物理 

英文科目名 Art and Physics 

教 員 名 牟田 淳 

単 位 数 2 授業区分 選択 

年次配当 1 開講区分 
2013 年度 

前期 

授業概要 

及 び 

到達目標 

何故、人は夜星を見上げるのだろう？美しいオーロラはどのようにしてできる

のだろう？銀河鉄道９９９のようにサイエンスフィクション（SF）を取り入れた

作品に何故人々は惹かれるのでしょう。 SF 作品に代表されるように、自然

科学は芸術に様々なインパクトを与えてきました。自然科学は芸術と深い結

びつきがあるのです。 

 この授業は３部構成となっています。まず第１部では、南十字星などの星

座、SF との関係、大宇宙から原子などの小さな世界までの魅力を紹介しま

す。第２部では主に音と光を学びます。色とは？光とは？なぜ空が青く、夕

焼けが赤く、海が青いの？海の中の音はきれいに聞こえるの？などの話題

を通して、音、光の不思議を理解します。 

中心となる第３部では、オーロラ、宇宙などについて学びます。自然科学の

中でも、オーロラ、宇宙関連の話題は人々を惹きつけます。「アインシュタイ

ン生涯最大の過ち」では永遠を手に入れようとした人間アインシュタインの

物語も紹介します。 

 第３部では、ミクロな世界の不思議についても学びます。ミクロな世界では

SF 作品でしばしば現れる「パラレルワールド」の話も出てきます。「事実は小

説よりも奇なり」なのです。 

 これらの授業は全て文科生向けに作られており、ほとんど数式はないの

で、安心して受講してほしい。 

授業内容はこの授業をもとに作られた本、「宇宙と物理をめぐる十二の授

業」 牟田淳著 オーム社 からより詳しく知ることができる（図書館にあり）。 

 

授業計画 

第 1 部 イントロダクション 

1. ガイダンス、SF でひっぱりだこの物理--鉄腕アトム、ドラえもん、銀河鉄

道９９９など-- 

2. 南十字星はどこにあるか知ってる？--いろいろな星座と天の川、銀河鉄

道の夜-- 

3. 宇宙船で宇宙のはてに行くと、どんな景色が広がっているの？魔法を使

って体を小さくすると、どんな世界が広がっているの？--素粒子から宇宙の

はてまで-- 

第 2 部 音と光 

4. 赤と青の違いは何？--波、音波、光波-- 

5. ブルーレイディスクはどうして大容量なの？--回折、5.1ch ホームシアタ

ー、海の中の音色-- 

6. 空が青く、夕焼けが赤く、海が青いわけ--減法混色、青空が青く、夕焼

けが赤いわけ-- 

第3部 オーロラと宇宙と時間とパラレルワールド--SFの世界の話題の元と

なる物理学-- 

7. 宇宙に永遠不変を探し求めたアインシュタイン--宇宙の創生とアインシ

ュタイン「生涯最大の過ち」とは？-- 

8. 私たちは星屑の子供たち--元素は星屑で作られた？-- 

9. オーロラは太陽からの手紙--光が生まれる仕組み-- 

10. 宇宙はどれくらい寒いの？--ホワイトバランス、色温度-- 

11.不思議の国のトムキンス--時間とは？-- 

12.星がかがやくわけ 

13.ミクロな世界とパラレルワールド?--量子の世界-- 

14.反陽子ばくだん、ポジトロンライフルの作り方--量子の世界２-- 

15.宇宙に終わりはあるのか--宇宙の将来-- 

 

履修上の 

注意及び 

準備学習 

（予習，復習 

について） 

ガイダンスに出席してください。 
授業前に各レッスンの扉の文章を読んでおきましょう。 

成績評価 

方法及び 

試験方法 

【成績評価方法】 
欠席回数が授業回数の 1/3 を超えない事を前提として
以下の配分で成績をつけます。 
１. レポート：70 点 
２. 出席管理システムに出席登録したうえで授業中課
題：30 点 
【試験方法】 
試験はなし 

教科書等 

教科書：宇宙と物理をめぐる 12 の授業 牟田淳著 オ
ーム社 2010(この授業をもとに作られた本)  2100 円 
 

備考 

参考書 学びなおすと物理は面白い  牟田淳著、ベレ
出版（2011） 
学んでみると量子論は面白い 牟田淳著、ベレ出版
（2012） 
 

 



（201072） 

科 目 名 アートと物理 

英文科目名 Art and Physics 

教 員 名 牟田 淳 

単 位 数 2 授業区分 選択 

年次配当 1 開講区分 
2013 年度 

前期 

授業概要 

及 び 

到達目標 

何故、人は夜星を見上げるのだろう？美しいオーロラはどのようにしてできる

のだろう？銀河鉄道９９９のようにサイエンスフィクション（SF）を取り入れた作

品に何故人々は惹かれるのでしょう。 SF 作品に代表されるように、自然科

学は芸術に様々なインパクトを与えてきました。自然科学は芸術と深い結び

つきがあるのです。 

 この授業は３部構成となっています。まず第１部では、南十字星などの星

座、SF との関係、大宇宙から原子などの小さな世界までの魅力を紹介しま

す。第２部では主に音と光を学びます。色とは？光とは？なぜ空が青く、夕

焼けが赤く、海が青いの？海の中の音はきれいに聞こえるの？などの話題

を通して、音、光の不思議を理解します。 

中心となる第３部では、オーロラ、宇宙などについて学びます。自然科学の

中でも、オーロラ、宇宙関連の話題は人々を惹きつけます。「アインシュタイ

ン生涯最大の過ち」では永遠を手に入れようとした人間アインシュタインの物

語も紹介します。 

 第３部では、ミクロな世界の不思議についても学びます。ミクロな世界では

SF 作品でしばしば現れる「パラレルワールド」の話も出てきます。「事実は小

説よりも奇なり」なのです。 

 これらの授業は全て文科生向けに作られており、ほとんど数式はないの

で、安心して受講してほしい。 

授業内容はこの授業をもとに作られた本、「宇宙と物理をめぐる十二の授

業」 牟田淳著 オーム社 からより詳しく知ることができる（図書館にあり）。 

 

授業計画 

第 1 部 イントロダクション 

1. ガイダンス、SFでひっぱりだこの物理--鉄腕アトム、ドラえもん、銀河鉄道

９９９など-- 

2. 南十字星はどこにあるか知ってる？--いろいろな星座と天の川、銀河鉄

道の夜-- 

3. 宇宙船で宇宙のはてに行くと、どんな景色が広がっているの？魔法を使

って体を小さくすると、どんな世界が広がっているの？--素粒子から宇宙の

はてまで-- 

第 2 部 音と光 

4. 赤と青の違いは何？--波、音波、光波-- 

5. ブルーレイディスクはどうして大容量なの？--回折、5.1ch ホームシアタ

ー、海の中の音色-- 

6. 空が青く、夕焼けが赤く、海が青いわけ--減法混色、青空が青く、夕焼

けが赤いわけ-- 

第 3 部 オーロラと宇宙と時間とパラレルワールド--SF の世界の話題の元と

なる物理学-- 

7. 宇宙に永遠不変を探し求めたアインシュタイン--宇宙の創生とアインシ

ュタイン「生涯最大の過ち」とは？-- 

8. 私たちは星屑の子供たち--元素は星屑で作られた？-- 

9. オーロラは太陽からの手紙--光が生まれる仕組み-- 

10. 宇宙はどれくらい寒いの？--ホワイトバランス、色温度-- 

11.不思議の国のトムキンス--時間とは？-- 

12.星がかがやくわけ 

13.ミクロな世界とパラレルワールド?--量子の世界-- 

14.反陽子ばくだん、ポジトロンライフルの作り方--量子の世界２-- 

15.宇宙に終わりはあるのか--宇宙の将来-- 

 

履修上の 

注意及び 

準備学習 

（予習，復習 

について） 

ガイダンスに出席してください。 
授業前に各レッスンの扉の文章を読んでおきましょう。 

成績評価 

方法及び 

試験方法 

【成績評価方法】 
欠席回数が授業回数の 1/3 を超えない事を前提として
以下の配分で成績をつけます。 
１. レポート：70 点 
２. 出席管理システムに出席登録したうえで授業中課
題：30 点 
【試験方法】 
試験はなし 

教科書等 

教科書：宇宙と物理をめぐる 12 の授業 牟田淳著 オ
ーム社 2010(この授業をもとに作られた本)  2100 円 
 

備考 

参考書 学びなおすと物理は面白い  牟田淳著、ベレ
出版（2011） 
学んでみると量子論は面白い 牟田淳著、ベレ出版
（2012） 
 

 

 （201080） 

科 目 名 物理学概論 

英文科目名 Introduction to Physics 

教 員 名 牟田 淳 

単 位 数 2 授業区分 選択 

年次配当 1 開講区分 
2013 年度 

前期 

授業概要 

及 び 

到達目標 

何故、人は夜星を見上げるのだろう？美しいオーロラはどのようにしてできる

のだろう？銀河鉄道９９９のようにサイエンスフィクション（SF）を取り入れた

作品に何故人々は惹かれるのでしょう。 SF 作品に代表されるように、自然

科学は芸術に様々なインパクトを与えてきました。自然科学は芸術と深い結

びつきがあるのです。 

 この授業は３部構成となっています。まず第１部では、南十字星などの星

座、SF との関係、大宇宙から原子などの小さな世界までの魅力を紹介しま

す。第２部では主に音と光を学びます。色とは？光とは？なぜ空が青く、夕

焼けが赤く、海が青いの？海の中の音はきれいに聞こえるの？などの話題

を通して、音、光の不思議を理解します。 

中心となる第３部では、オーロラ、宇宙などについて学びます。自然科学の

中でも、オーロラ、宇宙関連の話題は人々を惹きつけます。「アインシュタイ

ン生涯最大の過ち」では永遠を手に入れようとした人間アインシュタインの

物語も紹介します。 

 第３部では、ミクロな世界の不思議についても学びます。ミクロな世界では

SF 作品でしばしば現れる「パラレルワールド」の話も出てきます。「事実は小

説よりも奇なり」なのです。 

 これらの授業は全て文科生向けに作られており、ほとんど数式はないの

で、安心して受講してほしい。 

授業内容はこの授業をもとに作られた本、「宇宙と物理をめぐる十二の授

業」 牟田淳著 オーム社 からより詳しく知ることができる（図書館にあり）。 
 

授業計画 

第 1 部 イントロダクション 

1. ガイダンス、SF でひっぱりだこの物理--鉄腕アトム、ドラえもん、銀河鉄

道９９９など-- 

2. 南十字星はどこにあるか知ってる？--いろいろな星座と天の川、銀河鉄

道の夜-- 

3. 宇宙船で宇宙のはてに行くと、どんな景色が広がっているの？魔法を使

って体を小さくすると、どんな世界が広がっているの？--素粒子から宇宙の

はてまで-- 

第 2 部 音と光 

4. 赤と青の違いは何？--波、音波、光波-- 

5. ブルーレイディスクはどうして大容量なの？--回折、5.1ch ホームシアタ

ー、海の中の音色-- 

6. 空が青く、夕焼けが赤く、海が青いわけ--減法混色、青空が青く、夕焼

けが赤いわけ-- 

第3部 オーロラと宇宙と時間とパラレルワールド--SFの世界の話題の元と

なる物理学-- 

7. 宇宙に永遠不変を探し求めたアインシュタイン--宇宙の創生とアインシ

ュタイン「生涯最大の過ち」とは？-- 

8. 私たちは星屑の子供たち--元素は星屑で作られた？-- 

9. オーロラは太陽からの手紙--光が生まれる仕組み-- 

10. 宇宙はどれくらい寒いの？--ホワイトバランス、色温度-- 

11.不思議の国のトムキンス--時間とは？-- 

12.星がかがやくわけ 

13.ミクロな世界とパラレルワールド?--量子の世界-- 

14.反陽子ばくだん、ポジトロンライフルの作り方--量子の世界２-- 

15.宇宙に終わりはあるのか--宇宙の将来-- 

 

履修上の 

注意及び 

準備学習 

（予習，復習 

について） 

ガイダンスに出席してください。 
授業前に各レッスンの扉の文章を読んでおきましょう。 

成績評価 

方法及び 

試験方法 

【成績評価方法】 
欠席回数が授業回数の 1/3 を超えない事を前提として
以下の配分で成績をつけます。 
１. レポート：70 点 
２. 出席管理システムに出席登録したうえで授業中課
題：30 点 
【試験方法】 
試験はなし 

教科書等 

教科書：宇宙と物理をめぐる 12 の授業 牟田淳著 オ
ーム社 2010(この授業をもとに作られた本)  2100 円 
 

備考 

参考書 学びなおすと物理は面白い  牟田淳著、ベレ
出版（2011） 
学んでみると量子論は面白い 牟田淳著、ベレ出版
（2012） 
 

 



（201081） 

科 目 名 物理学概論 

英文科目名 Introduction to Physics 

教 員 名 牟田 淳 

単 位 数 2 授業区分 選択 

年次配当 1 開講区分 
2013 年度 

前期 

授業概要 

及 び 

到達目標 

何故、人は夜星を見上げるのだろう？美しいオーロラはどのように

してできるのだろう？銀河鉄道９９９のようにサイエンスフィクショ

ン（SF）を取り入れた作品に何故人々は惹かれるのでしょう。 SF

作品に代表されるように、自然科学は芸術に様々なインパクトを

与えてきました。自然科学は芸術と深い結びつきがあるのです。 

 この授業は３部構成となっています。まず第１部では、南十字星

などの星座、SF との関係、大宇宙から原子などの小さな世界ま

での魅力を紹介します。第２部では主に音と光を学びます。色と

は？光とは？なぜ空が青く、夕焼けが赤く、海が青いの？海の中

の音はきれいに聞こえるの？などの話題を通して、音、光の不思

議を理解します。 

中心となる第３部では、オーロラ、宇宙などについて学びます。自

然科学の中でも、オーロラ、宇宙関連の話題は人々を惹きつけ

ます。「アインシュタイン生涯最大の過ち」では永遠を手に入れよ

うとした人間アインシュタインの物語も紹介します。 

 第３部では、ミクロな世界の不思議についても学びます。ミクロな

世界では SF 作品でしばしば現れる「パラレルワールド」の話も出て

きます。「事実は小説よりも奇なり」なのです。 

 これらの授業は全て文科生向けに作られており、ほとんど数式

はないので、安心して受講してほしい。 

授業内容はこの授業をもとに作られた本、「宇宙と物理をめぐる

十二の授業」 牟田淳著 オーム社 からより詳しく知ることがで

きる（図書館にあり）。 

 

授業計画 

第 1 部 イントロダクション 

1. ガイダンス、SF でひっぱりだこの物理--鉄腕アトム、ドラえも

ん、銀河鉄道９９９など-- 

2. 南十字星はどこにあるか知ってる？--いろいろな星座と天の

川、銀河鉄道の夜-- 

3. 宇宙船で宇宙のはてに行くと、どんな景色が広がっている

の？魔法を使って体を小さくすると、どんな世界が広がっている

の？--素粒子から宇宙のはてまで-- 

第 2 部 音と光 

4. 赤と青の違いは何？--波、音波、光波-- 

5. ブルーレイディスクはどうして大容量なの？--回折、5.1ch ホ

ームシアター、海の中の音色-- 

6. 空が青く、夕焼けが赤く、海が青いわけ--減法混色、青空が

青く、夕焼けが赤いわけ-- 

第 3 部 オーロラと宇宙と時間とパラレルワールド--SF の世界の

話題の元となる物理学-- 

7. 宇宙に永遠不変を探し求めたアインシュタイン--宇宙の創生

とアインシュタイン「生涯最大の過ち」とは？-- 

8. 私たちは星屑の子供たち--元素は星屑で作られた？-- 

9. オーロラは太陽からの手紙--光が生まれる仕組み-- 

10. 宇宙はどれくらい寒いの？--ホワイトバランス、色温度-- 

11.不思議の国のトムキンス--時間とは？-- 

12.星がかがやくわけ 

13.ミクロな世界とパラレルワールド?--量子の世界-- 

14.反陽子ばくだん、ポジトロンライフルの作り方--量子の世界２

-- 

15.宇宙に終わりはあるのか--宇宙の将来-- 

 

履修上の 

注意及び 

準備学習 

（予習，復習 

について） 

ガイダンスに出席してください。 
授業前に各レッスンの扉の文章を読んでおきましょう。 

成績評価 

方法及び 

試験方法 

【成績評価方法】 
欠席回数が授業回数の 1/3 を超えない事を前提として
以下の配分で成績をつけます。 
１. レポート：70 点 
２. 出席管理システムに出席登録したうえで授業中課
題：30 点 
【試験方法】 
試験はなし 

教科書等 
教科書：宇宙と物理をめぐる 12 の授業 牟田淳著 オ
ーム社 2010(この授業をもとに作られた本)  2100 円 
 

備考 

参考書 学びなおすと物理は面白い  牟田淳著、ベレ
出版（2011） 
学んでみると量子論は面白い 牟田淳著、ベレ出版
（2012） 
 

 

 （201082） 

科 目 名 物理学概論 

英文科目名 Introduction to Physics 

教 員 名 牟田 淳 

単 位 数 2 授業区分 選択 

年次配当 1 開講区分 
2013 年度 

前期 

授業概要 

及 び 

到達目標 

何故、人は夜星を見上げるのだろう？美しいオーロラはどのよう

にしてできるのだろう？銀河鉄道９９９のようにサイエンスフィクシ

ョン（SF）を取り入れた作品に何故人々は惹かれるのでしょう。 

SF 作品に代表されるように、自然科学は芸術に様々なインパクト

を与えてきました。自然科学は芸術と深い結びつきがあるので

す。 

 この授業は３部構成となっています。まず第１部では、南十字

星などの星座、SF との関係、大宇宙から原子などの小さな世界

までの魅力を紹介します。第２部では主に音と光を学びます。色

とは？光とは？なぜ空が青く、夕焼けが赤く、海が青いの？海の

中の音はきれいに聞こえるの？などの話題を通して、音、光の不

思議を理解します。 

中心となる第３部では、オーロラ、宇宙などについて学びます。自

然科学の中でも、オーロラ、宇宙関連の話題は人々を惹きつけ

ます。「アインシュタイン生涯最大の過ち」では永遠を手に入れよ

うとした人間アインシュタインの物語も紹介します。 

 第３部では、ミクロな世界の不思議についても学びます。ミクロ

な世界では SF 作品でしばしば現れる「パラレルワールド」の話も

出てきます。「事実は小説よりも奇なり」なのです。 

 これらの授業は全て文科生向けに作られており、ほとんど数式

はないので、安心して受講してほしい。 

授業内容はこの授業をもとに作られた本、「宇宙と物理をめぐる

十二の授業」 牟田淳著 オーム社 からより詳しく知ることがで

きる（図書館にあり）。 

授業計画 

第 1 部 イントロダクション 

1. ガイダンス、SF でひっぱりだこの物理--鉄腕アトム、ドラえも

ん、銀河鉄道９９９など-- 

2. 南十字星はどこにあるか知ってる？--いろいろな星座と天の

川、銀河鉄道の夜-- 

3. 宇宙船で宇宙のはてに行くと、どんな景色が広がっている

の？魔法を使って体を小さくすると、どんな世界が広がっている

の？--素粒子から宇宙のはてまで-- 

第 2 部 音と光 

4. 赤と青の違いは何？--波、音波、光波-- 

5. ブルーレイディスクはどうして大容量なの？--回折、5.1ch ホ

ームシアター、海の中の音色-- 

6. 空が青く、夕焼けが赤く、海が青いわけ--減法混色、青空が

青く、夕焼けが赤いわけ-- 

第 3 部 オーロラと宇宙と時間とパラレルワールド--SF の世界の

話題の元となる物理学-- 

7. 宇宙に永遠不変を探し求めたアインシュタイン--宇宙の創生

とアインシュタイン「生涯最大の過ち」とは？-- 

8. 私たちは星屑の子供たち--元素は星屑で作られた？-- 

9. オーロラは太陽からの手紙--光が生まれる仕組み-- 

10. 宇宙はどれくらい寒いの？--ホワイトバランス、色温度-- 

11.不思議の国のトムキンス--時間とは？-- 

12.星がかがやくわけ 

13.ミクロな世界とパラレルワールド?--量子の世界-- 

14.反陽子ばくだん、ポジトロンライフルの作り方--量子の世界２

-- 

15.宇宙に終わりはあるのか--宇宙の将来-- 

履修上の 

注意及び 

準備学習 

（予習，復習 

について） 

ガイダンスに出席してください。 
授業前に各レッスンの扉の文章を読んでおきましょう。 

成績評価 

方法及び 

試験方法 

【成績評価方法】 
欠席回数が授業回数の 1/3 を超えない事を前提として
以下の配分で成績をつけます。 
１. レポート：70 点 
２. 出席管理システムに出席登録したうえで授業中課
題：30 点 
【試験方法】 
試験はなし 

教科書等 
教科書：宇宙と物理をめぐる 12 の授業 牟田淳著 オ
ーム社 2010(この授業をもとに作られた本)  2100 円 
 

備考 

参考書 学びなおすと物理は面白い  牟田淳著、ベレ
出版（2011） 
学んでみると量子論は面白い 牟田淳著、ベレ出版
（2012） 
 

 



（201090） 

科 目 名 社会と思想 

英文科目名 Society and Thought 

教 員 名 鈴木 賢子 

単 位 数 2 授業区分 選択 

年次配当 1 又は 2 開講区分 
2013 年度 

後期 

授業概要 

及 び 

到達目標 

【授業概要】 
 アートや建築、デザインを媒介に、近代社会のシステム
や思想を考察することによって、われわれが今現在生き
ている世界を捉えるための方法を見つけ出す。 
【到達目標】 
 授業で提示されたテーマや問題について理解したうえ
で、自分ならどう考えるか、どのようなヴィジョンやデザイ
ンを構想するかを積極的に提案できる。 
 

授業計画 

1  ガイダンス 
2 モダニズムとはなにか 
3 ヴィクトリア朝にみる社会変化 
4 産業革命以降の近代化遺産群 
5 社会主義的ユートピア 
6 ピュージンのゴシック・リヴァイヴァル 
7 ウィリアム・モリスの思想とアート 
8 ユートピアのヴィジョンと権力装置としての建築 
9 黎明期の写真 
10 トルボットのフォトジェニック・ドローイングと「自然神
学」 
11 ダーウィン進化論 
12 ダーウィン・ショックと心霊主義の勃興 
13 交霊術と心霊写真 
14 総合演習と期末試験 
15  総括：社会と思想を読む 
 

履修上の 

注意及び 

準備学習 

（予習，復習 

について） 

 授業中に触れたテーマについて、ときどきリアクション・
ペーパーを提出していただきます。リアクション・ペーパー
も評価の対象となります。 

成績評価 

方法及び 

試験方法 

・出席が 3 分の 2 に満たない場合は単位認定をしませ
ん。 
・期末テストを受けることが単位認定の必要条件となりま
す。 
・出席、課題提出を含めた平常点 50％、期末テスト
50％で評価します。 
 

教科書等 

配布物あり。参考図書は授業中に指示します。 
 

備考 

進行や機材の都合で授業計画が変更する可能性もあり
ます。 
 

 

 （201100） 

科 目 名 光と視覚 

英文科目名 Optics and Vision Science 

教 員 名 小川 真理子 

単 位 数 2 授業区分 選択 

年次配当 1 開講区分 
2013 年度 

後期 

授業概要 

及 び 

到達目標 

 メディア・アートの基本は、光と色である。その性質を熟
知してこそ、より良い作品を作ることができる。 
 本講義では光の物理的性質を平易に解説するととも
に、身近な日常におけるその実際例、応用例を多くあげ
る。また、演示実験や作品制作などを取り入れて、芸術
学部の学生にも興味を持て、将来応用できるよう工夫し
ている。 
 授業を通して光について理解するとともに、実際にこれ
をいろいろな場面で使いこなせるようになることを目標と
している。 

授業計画 

１．動物の目 
２．光って何？ 
３．分光 
４．光の性質 
５．光の反射 
６．光の屈折 
７．カメラとレンズ 
８．ピンホールカメラ 
９．偏光 
１０．発光・発色 
１１．目の構造 
１２．立体視 
１３．目の錯覚（錯視） 
１４．だまし絵 
１５．錯視作成 

履修上の 

注意及び 

準備学習 

（予習，復習 

について） 

作品製作、提出問題などがあるので、欠席しないこと。  
授業で扱った光の性質について、実生活の中でどのよう
な例があるか、調査してレポートする。 
授業内容は作品制作に実験的に使うことができるので、
ぜひチャレンジしてほしい。 

成績評価 

方法及び 

試験方法 

【成績評価方法】 
  随時、小テスト、作品提出などあり 
【試験方法】 
  平常点及び期末レポートで成績を評価する。 
  平常点 40 点、期末点 60 点  
 

教科書等 

教科書はないが参考書を授業中に指示  
 

備考 

 

 



（201101） 

科 目 名 光と視覚 

英文科目名 Optics and Vision Science 

教 員 名 小川 真理子 

単 位 数 2 授業区分 選択 

年次配当 1 開講区分 
2013 年度 

後期 

授業概要 

及 び 

到達目標 

 メディア・アートの基本は、光と色である。その性質を熟
知してこそ、より良い作品を作ることができる。 
 本講義では光の物理的性質を平易に解説するととも
に、身近な日常におけるその実際例、応用例を多くあげ
る。また、演示実験や作品制作などを取り入れて、芸術
学部の学生にも興味を持て、将来応用できるよう工夫し
ている。 
 授業を通して光について理解するとともに、実際にこれ
をいろいろな場面で使いこなせるようになることを目標と
している。 

授業計画 

１．動物の目 
２．光って何？ 
３．分光 
４．光の性質 
５．光の反 
６．光の屈折 
７．カメラとレンズ 
８．ピンホールカメラ 
９．偏光 
１０．発光・発色 
１１．目の構造 
１２．立体視 
１３．目の錯覚（錯視） 
１４．だまし絵 
１５．錯視作成 

履修上の 

注意及び 

準備学習 

（予習，復習 

について） 

作品製作、提出問題などがあるので、欠席しないこと。  
授業で扱った光の性質について、実生活の中でどのよう
な例があるか、調査してレポートする。 
授業内容は作品制作に実験的に使うことができるので、
ぜひチャレンジしてほしい。 

成績評価 

方法及び 

試験方法 

【成績評価方法】 
  随時、小テスト、作品提出などあり 
【試験方法】 
  平常点及び期末レポートで成績を評価する。 
  平常点 40 点、期末点 60 点  
 

教科書等 

教科書はないが参考書を授業中に指示  
 

備考 

 

 

 （201102） 

科 目 名 光と視覚 

英文科目名 Optics and Vision Science 

教 員 名 小川 真理子 

単 位 数 2 授業区分 選択 

年次配当 1 開講区分 
2013 年度 

後期 

授業概要 

及 び 

到達目標 

 メディア・アートの基本は、光と色である。その性質を熟
知してこそ、より良い作品を作ることができる。 
 本講義では光の物理的性質を平易に解説するととも
に、身近な日常におけるその実際例、応用例を多くあげ
る。また、演示実験や作品制作などを取り入れて、芸術
学部の学生にも興味を持て、将来応用できるよう工夫し
ている。 
 授業を通して光について理解するとともに、実際にこれ
をいろいろな場面で使いこなせるようになることを目標と
している。 

授業計画 

１．動物の目 
２．光って何？ 
３．分光 
４．光の性質 
５．光の反 
６．光の屈折 
７．カメラとレンズ 
８．ピンホールカメラ 
９．偏光 
１０．発光・発色 
１１．目の構造 
１２．立体視 
１３．目の錯覚（錯視） 
１４．だまし絵 
１５．錯視作成 

履修上の 

注意及び 

準備学習 

（予習，復習 

について） 

作品製作、提出問題などがあるので、欠席しないこと。  
授業で扱った光の性質について、実生活の中でどのよう
な例があるか、調査してレポートする。 
授業内容は作品制作に実験的に使うことができるので、
ぜひチャレンジしてほしい。 

成績評価 

方法及び 

試験方法 

【成績評価方法】 
  随時、小テスト、作品提出などあり 
【試験方法】 
  平常点及び期末レポートで成績を評価する。 
  平常点 40 点、期末点 60 点  
 

教科書等 

教科書はないが参考書を授業中に指示  
 

備考 

 

 



（201103） 

科 目 名 光と視覚 

英文科目名 Optics and Vision Science 

教 員 名 小川 真理子 

単 位 数 2 授業区分 選択 

年次配当 1 開講区分 
2013 年度 

前期 

授業概要 

及 び 

到達目標 

 メディア・アートの基本は、光と色である。その性質を熟
知してこそ、より良い作品を作ることができる。 
 本講義では光の物理的性質を平易に解説するととも
に、身近な日常におけるその実際例、応用例を多くあげ
る。また、演示実験や作品制作などを取り入れて、芸術
学部の学生にも興味を持て、将来応用できるよう工夫し
ている。 
 授業を通して光について理解するとともに、実際にこれ
をいろいろな場面で使いこなせるようになることを目標と
している。 

授業計画 

１．動物の目 
２．光って何？ 
３．分光 
４．光の性質 
５．光の反 
６．光の屈折 
７．カメラとレンズ 
８．ピンホールカメラ 
９．偏光 
１０．発光・発色 
１１．目の構造 
１２．立体視 
１３．目の錯覚（錯視） 
１４．だまし絵 
１５．錯視作成 

履修上の 

注意及び 

準備学習 

（予習，復習 

について） 

作品製作、提出問題などがあるので、欠席しないこと。  
授業で扱った光の性質について、実生活の中でどのよう
な例があるか、調査してレポートする。 
授業内容は作品制作に実験的に使うことができるので、
ぜひチャレンジしてほしい。 

成績評価 

方法及び 

試験方法 

【成績評価方法】 
  随時、小テスト、作品提出などあり 
【試験方法】 
  平常点及び期末レポートで成績を評価する。 
  平常点 40 点、期末点 60 点  
 

教科書等 

教科書はないが参考書を授業中に指示  
 

備考 

 

 

 （201110） 

科 目 名 宗教学概論 

英文科目名 Introduction to Science of Religion 

教 員 名 今井 信治 

単 位 数 2 授業区分 選択 

年次配当 1 開講区分 
2013 年度 

後期 

授業概要 

及 び 

到達目標 

【授業概要】 
宗教は、現代の日本では非常に悪いイメージがもたれて
いる。「うさんくさいもの」、「危険なもの」、「よくわからない
もの」……、日本人の持つイメージはこうしたものではな
いだろうか？ 
しかし、習慣や習俗に関わる生活の至る所に、宗教現象
や宗教文化は関わっている。また、日々報道される宗教
事件について、「なぜ、彼ら／彼女らはこのような事件を
起こしたのか？」という疑問を感じることがあると思う。そ
れらを理解不能なものと遠ざけるのは簡単だが、諸宗教
の歴史と性格を学ぶことで、その「なぜ？」に何らかの回
答を示唆していきたい。 
【到達目標】 
本講義では、諸宗教の歴史と性格を概括し、宗教学が
宗教現象・宗教文化をどのように取り扱ってきたのかを
学ぶ。宗教学が客観性を保った学問である以上、個々
人の「心の問題」を解決することは本講義の及ぶところで
はない。本講義の目的は、その「心の問題」に向かい合
うために、宗教についての正しい知識を持つことにある。 

授業計画 

（1）イントロダクション 
（2）世界の諸宗教（古代宗教・ユダヤ教） 
（3）世界の諸宗教（ユダヤ教・キリスト教） 
（4）世界の諸宗教（キリスト教） 
（5）世界の諸宗教（イスラーム） 
（6）世界の諸宗教（インドの宗教） 
（7）世界の諸宗教（原始仏教） 
（8）世界の諸宗教（中国の宗教） 
（9）世界の諸宗教（日本の伝統宗教） 
（10）世界の諸宗教（近代日本の宗教） 
（11）世界の諸宗教（現代の宗教） 
（12）宗教をどう見るか（宗教の起源論） 
（13）宗教をどう見るか（宗教現象学・宗教心理学・宗教
人類学） 
（14）宗教をどう見るか（宗教社会学と現代社会の宗教） 
（15）まとめと期末試験 

履修上の 

注意及び 

準備学習 

（予習，復習 

について） 

【履修上の注意】 
本講義では講義に対する積極的な姿勢を重視する。 
出席はもちろんのこと、自身で問題意識を持ち、質問す
ることが望まれる。 
【準備学習（予習・復習）】 
事前準備は必要としないが、授業後に配布する講義資
料を適宜確認することが望ましい。 
また、講義中に参考文献の指示を行うので、理解に応じ
て参照すること。 

成績評価 

方法及び 

試験方法 

【成績評価方法】 
本講義では、出席と期末試験により評価を行う。 
【試験方法】 
期末に記述式の試験を課す。 

教科書等 

講義は主にパワーポイントを用いて行い、テーマによって
は映像資料を視聴する。 
参考文献については、授業中に適宜指示する。 

備考 

 

 



（201111） 

科 目 名 宗教学概論 

英文科目名 Introduction to Science of Religion 

教 員 名 今井 信治 

単 位 数 2 授業区分 選択 

年次配当 1 開講区分 
2013 年度 

後期 

授業概要 

及 び 

到達目標 

【授業概要】 
宗教は、現代の日本では非常に悪いイメージがもたれて
いる。「うさんくさいもの」、「危険なもの」、「よくわからない
もの」……、日本人の持つイメージはこうしたものではない
だろうか？ 
しかし、習慣や習俗に関わる生活の至る所に、宗教現象
や宗教文化は関わっている。また、日々報道される宗教
事件について、「なぜ、彼ら／彼女らはこのような事件を
起こしたのか？」という疑問を感じることがあると思う。そ
れらを理解不能なものと遠ざけるのは簡単だが、諸宗教
の歴史と性格を学ぶことで、その「なぜ？」に何らかの回
答を示唆していきたい。 
【到達目標】 
本講義では、諸宗教の歴史と性格を概括し、宗教学が
宗教現象・宗教文化をどのように取り扱ってきたのかを
学ぶ。宗教学が客観性を保った学問である以上、個々
人の「心の問題」を解決することは本講義の及ぶところで
はない。本講義の目的は、その「心の問題」に向かい合う
ために、宗教についての正しい知識を持つことにある。 

授業計画 

（1）イントロダクション 
（2）世界の諸宗教（古代宗教・ユダヤ教） 
（3）世界の諸宗教（ユダヤ教・キリスト教） 
（4）世界の諸宗教（キリスト教） 
（5）世界の諸宗教（イスラーム） 
（6）世界の諸宗教（インドの宗教） 
（7）世界の諸宗教（原始仏教） 
（8）世界の諸宗教（中国の宗教） 
（9）世界の諸宗教（日本の伝統宗教） 
（10）世界の諸宗教（近代日本の宗教） 
（11）世界の諸宗教（現代の宗教） 
（12）宗教をどう見るか（宗教の起源論） 
（13）宗教をどう見るか（宗教現象学・宗教心理学・宗教
人類学） 
（14）宗教をどう見るか（宗教社会学と現代社会の宗教） 
（15）まとめと期末試験 

履修上の 

注意及び 

準備学習 

（予習，復習 

について） 

【履修上の注意】 
本講義では講義に対する積極的な姿勢を重視する。 
出席はもちろんのこと、自身で問題意識を持ち、質問す
ることが望まれる。 
【準備学習（予習・復習）】 
事前準備は必要としないが、授業後に配布する講義資
料を適宜確認することが望ましい。 
また、講義中に参考文献の指示を行うので、理解に応じ
て参照すること。 

成績評価 

方法及び 

試験方法 

【成績評価方法】 
本講義では、出席と期末試験により評価を行う。 
【試験方法】 
期末に記述式の試験を課す。 

教科書等 

講義は主にパワーポイントを用いて行い、テーマによって
は映像資料を視聴する。 
参考文献については、授業中に適宜指示する。 

備考 

 

 

 （201120） 

科 目 名 東洋文化史 

英文科目名 History of Oriental Culture 

教 員 名 江添 誠 

単 位 数 2 授業区分 選択 

年次配当 1 開講区分 
2013 年度 

後期 

授業概要 

及 び 

到達目標 

【授業の目的】 
オリエント（東洋、日の出ずる地方）は、人類文明の発祥
の地であり、東西の文化が行き来し、交じり合いながら、
歴史が展開した地域である。本地域にはユネスコ世界
遺産に登録されている都市や遺跡が数多く存在してい
る。これらの世界遺産の「顕著な」「普遍的」価値
（Outstanding Universal Value)を考察し、文化の価値が
どのように評価されているのかを理解する。 
【授業概要】 
オリエント地域において、ユネスコ世界遺産に登録された
都市、遺跡、建造物を毎回取り挙げ、それらの概要、歴
史、ＯＵＶを紹介し、それらの文化史上の価値がどのよう
に認定されているのかを比較考察していく。授業ではパ
ワーポイントなどを使用し、可能な限り図や写真を提示し
て解説を行う予定である。 
【到達目標】 
ユネスコが世界遺産に値すると認定したＯＵＶを比較考
察することで文化の価値の判断基準を理解し、新たな
文化を創造する際の文化的価値の提案に役立てていく
ことができる。 

授業計画 

(1) 授業内容の紹介： 世界遺産の文化的価値 
(2) トロイの古代遺跡（トルコ共和国） 
(3) イスタンブール歴史地域（トルコ共和国） 
(4) ペルセポリス（イラン・イスラーム共和国） 
(5) 古代都市ダマスカス（シリア・アラブ共和国）   
(6) 古代都市ボスラ、パルミラ遺跡（シリア・アラブ共和
国）  
(7) ビブロス、バールベック、ティルス（レバノン共和国） 
(8) ペトラ（ヨルダン・ハシミテ王国） 
(9) アムラ城（ヨルダン・ハシミテ王国） 
(10) ウム・アル=ラサス（ヨルダン・ハシミテ王国） 
(11) エルサレムの旧市街とその城壁群（イスラエル国） 
(12) 聖書のテル群＝メギド、ハツォール、ベエルシェバ
（イスラエル国） 
(13) マサダ（イスラエル国） 
(14) テルアビブの白い都市―近代化運動（イスラエル
国） 
(15) 学期末試験 

履修上の 

注意及び 

準備学習 

（予習，復習 

について） 

【履修上の注意】 
・初回の授業には必ず出席し、授業内容と評価方法に
ついての説明に納得したうえで履修すること 
【準備学習（予習・復習）】 
・授業で取り扱った都市について、紹介した文献を参考
にして、自分なりに調べて、知見を深めていくこと。 
・世界遺産のＤＶＤや書籍（週刊世界遺産など）を積極
的に見て、授業で取り扱ったものと比較考察をしてみるこ
と。 
・自分の関心のある都市がどのような歴史文化を積み重
ねてきたかを調べてみること。 

成績評価 

方法及び 

試験方法 

【成績評価の対象と基準】 
全体を 100 点として評価を行う。 
(1) 出席点（20点） ※出席が 2/3に満たない場合、単
位認定はしない。 
(2) 小テスト（15 点×2 回＝30 点） 
(3) 期末テスト（50 点） 
【試験方法】 
小レポート：600 字程度の小テストを授業内で 2 回実施
する。 
期末テスト：授業の中で取り扱った内容から出題。 
配布資料のみ持込可（配布資料への書き込みは可）。 

教科書等 
・教科書は特に指定はしない。 
・参考文献に関しては適宜授業内で紹介する。 
・配布資料あり。 

備考 

 

 



（201130） 

科 目 名 経営学概論 

英文科目名 Introduction to Business Management 

教 員 名 仁平 京子 

単 位 数 2 授業区分 選択 

年次配当 1 開講区分 
2013 年度 

前期 

授業概要 

及 び 

到達目標 

 なぜ、大学で経営学を学ばなければならないのでしょうか。大

学で経営学を理論的にマスターしていなくても、立派な経営者に

なっている方々が、社会には大勢おられます。それでは、大学で

経営学を理論的に学ぶ意味や意義は、どこにあるのでしょうか。

履修者一人ひとりが、この課題に対して、講義を通じて考えてもら

えたらと思います。 

 具体的には、以下のような内容の講義を行います。  

・ある経営現象、例えば、「利益を得る」ということにも、さまざまな

評価や理解の仕方が存在するということを学びます。  

・時代が変化するとともに、ある特定の時代に通用した理論が、

経営現象に当てはまらなくなることがあります。履修者一人ひとり

が、このような「ゆれ動く理論の流れ」を「なぜ？」を絶えず繰り返

しながら考え続けることが大切です。  

・ある「わかりやすい経営現象（事例）」は、理論形成するときの一

助になりますが、理論全体を形成することはできません。ある理

論で現実を説明するために、実践とのせめぎ合いが必要となりま

す。 

授業計画 

(1)授業のガイダンス 

(2)経営学の存在意義  

(3)アメリカの経営学史 

(4) ドイツの経営学史 

(5)日本の経営学史  

(6)経営管理論  

(7)経営組織論  

(8)人的資源管理論  

(9)経営戦略論  

(10)企業経営論  

(11)企業統治（コーポレート・ガバナンス）論  

(12)企業の社会的責任論  

(13)企業倫理論  

(14)国際経営論 

(15)学期末試験 

（注）各回の授業内容は、授業の進行状況に応じて、変更する

可能性があります。 

履修上の 

注意及び 

準備学習 

（予習，復習 

について） 

 履修者一人ひとりが、近い将来、就職活動に向けて「働くこと」

や「職業」について考える場合、経営や企業に関する理解と分析

が必要不可欠な作業であるため、新聞やテレビのニュース、雑

誌、インターネットなどの企業に関する記事に興味や関心を持っ

ていただきたい。 

成績評価 

方法及び 

試験方法 

【成績評価方法】 

 成績は、1.筆記試験（60％）、2.課題レポート（30％）を中心

に、3.出席点（全授業回数の 3 分の 2 以上の平常点。遅刻は、

3 回で 1 回分の欠席としてカウントします。）、4.受講態度（授業

中の携帯電話、カメラ、ゲーム機の使用、私語、食事の禁止）を

もとに総合的に評価します。著しく受講態度が悪い場合には、そ

の場で評価を減点します。 

 【試験方法】 

 (１)筆記試験では、記述式・論述式の問題を出題します。筆記

試験では、「手書きのノート」のみ持ち込み許可とします。 

 （2）課題レポートは、履修者の興味・関心をもとに記述する課

題レポートを実施します。課題レポートの作成方法は、経営に関

する教科書や学術論文を中心に、新聞記事、雑誌記事、インタ

ーネット記事なども「引用」しながら、履修者一人ひとりの「自分

の考え」をまとめるものです。 

 なお、ウイキペディアの引用や参考文献の無いレポート、他の

履修者と同一内容および同一文章のレポートは、採点対象とな

らないため、注意してください。  

教科書等 

【参考図書】 

・遠藤功著『経営戦略の教科書』、光文社、2011 年。 

・グロービス・マーケティング・インスティテュート編著『［新版]MBA

マーケティング』、ダイヤモンド  

 社、2005 年。 

・榊原清則著『経営学入門[上]』、日本経済新聞社、2002 年。 

・榊原清則著『経営学入門[下]』、日本経済新聞社、2002 年。 

・日本経済新聞社編『やさしい経営学』、日本経済新聞出版社、

2002 年。 

なお、参考になる新聞記事や雑誌記事などのプリントを配布す

る。 

備考 
 

 

 （201131） 

科 目 名 経営学概論 

英文科目名 Introduction to Business Management 

教 員 名 仁平 京子 

単 位 数 2 授業区分 選択 

年次配当 1 開講区分 
2013 年度 

後期 

授業概要 

及 び 

到達目標 

 なぜ、大学で経営学を学ばなければならないのでしょうか。大

学で経営学を理論的にマスターしていなくても、立派な経営者に

なっている方々が、社会には大勢おられます。それでは、大学で

経営学を理論的に学ぶ意味や意義は、どこにあるのでしょうか。

履修者一人ひとりが、この課題に対して、講義を通じて考えても

らえたらと思います。 

 具体的には、以下のような内容の講義を行います。  

・ある経営現象、例えば、「利益を得る」ということにも、さまざまな

評価や理解の仕方が存在するということを学びます。  

・時代が変化するとともに、ある特定の時代に通用した理論が、

経営現象に当てはまらなくなることがあります。履修者一人ひとり

が、このような「ゆれ動く理論の流れ」を「なぜ？」を絶えず繰り返

しながら考え続けることが大切です。  

・ある「わかりやすい経営現象（事例）」は、理論形成するときの

一助になりますが、理論全体を形成することはできません。ある

理論で現実を説明するために、実践とのせめぎ合いが必要となり

ます。 

授業計画 

(1)授業のガイダンス 

(2)経営学の存在意義  

(3)アメリカの経営学史 

(4) ドイツの経営学史 

(5)日本の経営学史  

(6)経営管理論  

(7)経営組織論  

(8)人的資源管理論  

(9)経営戦略論  

(10)企業経営論  

(11)企業統治（コーポレート・ガバナンス）論  

(12)企業の社会的責任論  

(13)企業倫理論  

(14)国際経営論 

(15)学期末試験 

（注）各回の授業内容は、授業の進行状況に応じて、変更する

可能性があります。 

履修上の 

注意及び 

準備学習 

（予習，復習 

について） 

 履修者一人ひとりが、近い将来、就職活動に向けて「働くこと」

や「職業」について考える場合、経営や企業に関する理解と分析

が必要不可欠な作業であるため、新聞やテレビのニュース、雑

誌、インターネットなどの企業に関する記事に興味や関心を持っ

ていただきたい。 

成績評価 

方法及び 

試験方法 

【成績評価方法】 

 成績は、1.筆記試験（60％）、2.課題レポート（30％）を中心

に、3.出席点（全授業回数の 3 分の 2 以上の平常点遅刻は、3

回で 1 回分の欠席としてカウントします。）、4.受講態度（授業中

の携帯電話、カメラ、ゲーム機の使用、私語、食事の禁止）をも

とに総合的に評価します。著しく受講態度が悪い場合には、その

場で評価を減点します。 

【試験方法】 

 (１)筆記試験では、記述式・論述式の問題を出題します。筆

記試験では、「手書きのノート」のみ持ち込み許可とします。 

 （2）課題レポートは、履修者の興味・関心をもとに記述する課

題レポートを実施します。課題レポートの作成方法は、経営に関

する教科書や学術論文を中心に、新聞記事、雑誌記事、インタ

ーネット記事なども「引用」しながら、履修者一人ひとりの「自分

の考え」をまとめるものです。 

 なお、ウイキペディアの引用や参考文献の無いレポート、他の

履修者と同一内容および同一文章のレポートは、採点対象とな

らないため、注意してください。  

教科書等 

【参考図書】 

・遠藤功著『経営戦略の教科書』、光文社、2011 年。 

・グロービス・マーケティング・インスティテュート編著『［新

版]MBA マーケティング』、ダイヤモンド  

 社、2005 年。 

・榊原清則著『経営学入門[上]』、日本経済新聞社、2002 年。 

・榊原清則著『経営学入門[下]』、日本経済新聞社、2002 年。 

・日本経済新聞社編『やさしい経営学』、日本経済新聞出版社、

2002 年。 

なお、参考になる新聞記事や雑誌記事などのプリントを配布す

る。 

備考 
 

 



（201140） 

科 目 名 経済学概論 

英文科目名 Introduction to Economics 

教 員 名 髙木 聖 

単 位 数 2 授業区分 選択 

年次配当 1 開講区分 
2013 年度 

後期 

授業概要 

及 び 

到達目標 

【授業目的】 
経済を金融面から理解する。 
【授業概要】 
 成長から成熟へと移行した日本経済を考えるとき、芸
術学部で学ぶ諸君がいずれ日本経済の一翼を担うこと
になることは間違いない。そこで当科目では生産の三要
素（ヒト・モノ・カネ）のうち「おカネ（貨幣）」を中心とした経
済の仕組みについてご案内する。 
【到達目標】 
 お金（貨幣）や金融のさまざまな働きを理解し、そのこと
を通じて自分の暮らしや社会について考え、主体的に行
動できる。 

授業計画 

 主な内容は以下の通りである。 
１．ガイダンス＜履修にあたって＞ 
２．経済学の自己紹介を聞いてみよう 
３．経済学の目指すもの 
４．貨幣のはたらき 
５．貨幣の概念 
６．信用創造 
７．貨幣乗数 
８．直接金融と間接金融 
９．リスクとリターン 
１０．金利の体系 
１１．金利の変動要因 
１２．中央銀行 
１３．金融政策 
１４．自由化と国際化 
１５．今学期のまとめ 

履修上の 

注意及び 

準備学習 

（予習，復習 

について） 

【履修上の注意】 
 当科目の履修希望者は初回ガイダンスに必ず出席さ
れたい。 
 以下の三点を約束できない方の入場は固くお断りす
る。（１）時間厳守、（２）私語厳禁、（３）テキスト用意。 
【準備学習】 
 予習は必要としない。授業内容と当日の学習成果確
認テストをあわせて復習すること。 

成績評価 

方法及び 

試験方法 

【成績評価方法】 
 所定の出席回数を満たした場合に限り「単位認定試
験」の受験資格が与えられる。 
 また原則として毎回、当日の学習成果を確認する「小
テスト」が実施される。 
 単位認定試験９０％＋小テスト１０％で総合的に判定
する。 
【試験方法】 
 単位認定試験 参照否 
 小テスト 教科書等参照可 
 

教科書等 

【教科書】 
拙著 『貨幣経済へのアプローチ』 
大学図書出版 本体１３００円＋税（生協取扱） 
 

備考 

 

 

 （201141） 

科 目 名 経済学概論 

英文科目名 Introduction to Economics 

教 員 名 髙木 聖 

単 位 数 2 授業区分 選択 

年次配当 1 開講区分 
2013 年度 

前期 

授業概要 

及 び 

到達目標 

【授業目的】 
経済を金融面から理解する。 
【授業概要】 
 成長から成熟へと移行した日本経済を考えるとき、芸
術学部で学ぶ諸君がいずれ日本経済の一翼を担うこと
になることは間違いない。そこで当科目では生産の三要
素（ヒト・モノ・カネ）のうち「おカネ（貨幣）」を中心とした経
済の仕組みについてご案内する。 
【到達目標】 
 お金（貨幣）や金融のさまざまな働きを理解し、そのこと
を通じて自分の暮らしや社会について考え、主体的に行
動できる。 

授業計画 

 主な内容は以下の通りである。 
１．ガイダンス＜履修にあたって＞ 
２．経済学の自己紹介を聞いてみよう 
３．経済学の目指すもの 
４．貨幣のはたらき 
５．貨幣の概念 
６．信用創造 
７．貨幣乗数 
８．直接金融と間接金融 
９．リスクとリターン 
１０．金利の体系 
１１．金利の変動要因 
１２．中央銀行 
１３．金融政策 
１４．自由化と国際化 
１５．今学期のまとめ 

履修上の 

注意及び 

準備学習 

（予習，復習 

について） 

【履修上の注意】 
 当科目の履修希望者は初回ガイダンスに必ず出席さ
れたい。 
 以下の三点を約束できない方の入場は固くお断りす
る。（１）時間厳守、（２）私語厳禁、（３）テキスト用意。 
【準備学習】 
 予習は必要としない。授業内容と当日の学習成果確
認テストをあわせて復習すること。 

成績評価 

方法及び 

試験方法 

【成績評価方法】 
 所定の出席回数を満たした場合に限り「単位認定試
験」の受験資格が与えられる。 
 また原則として毎回、当日の学習成果を確認する「小
テスト」が実施される。 
 単位認定試験９０％＋小テスト１０％で総合的に判定
する。 
【試験方法】 
 単位認定試験 参照否 
 小テスト 教科書等参照可 
 

教科書等 

【教科書】 
拙著 『貨幣経済へのアプローチ』 
大学図書出版 本体１３００円＋税（生協取扱） 
 

備考 

 

 



（201151） 

科 目 名 視覚伝達論 

英文科目名 Visual Communication 

教 員 名 望月 正哉 

単 位 数 2 授業区分 選択 

年次配当 1 開講区分 
2013 年度 

前期 

授業概要 

及 び 

到達目標 

【授業概要】日常において視覚を用いた情報伝達が多く
あることからも分かるとおり，特定の相手に対して情報を
伝えるコミュニケーション手段のなかでも視覚は特に重
要な伝達手段である。情報を受け取る相手が理解しや
すいように情報をデザインするためには，人間がもつ視覚
に関する知覚的・認知的特性を理解しておくことは不可
欠なものであるといえる。そこで本講義では，特に情報伝
達に関係のある知覚的・認知的特性を心理学の研究か
ら紹介するとともに，日常にあるさまざまな視覚伝達手段
がこれらの特性に基づいていることを示す。 
【到達目標】人間の知覚的・認知的特性を説明できるよ
うになり，それが日常の視覚伝達手段とどのように結びつ
いているのかを理解できる，それらの特性を踏まえた情
報のデザインを考えることができる。 

授業計画 

以下のテーマを扱う予定であるが，受講生の習熟度や
最新の研究動向を踏まえて内容を変更する場合があ
る。 
1.ガイダンス 
2.視覚の基礎（1）視覚情報はどのように伝わっているの
か 
3.視覚の基礎（2）なぜ「かたち」は「かたち」と知覚される
のか 
4.視覚の基礎（3）ものが立体に見える理由 
5.視覚の基礎（4）さまざまな錯視 
6.視覚の基礎（5）色を知覚する 
7.視覚の基礎（6）知覚の恒常性とは 
8.注意と情報処理 
9.視覚伝達と記憶 
10.色のイメージと利用法 
11.非言語コミュニケーション 
12.ピクトグラム 
13.ヒューマンインターフェース（1）ユーザインターフェー
ス 
14.ヒューマンインターフェース（2）アクションスリップ 
15.まとめと試験 

履修上の 

注意及び 

準備学習 

（予習，復習 

について） 

【履修上の注意】 
・授業は講義形式で進めるが，講義内外でテーマに関す
る簡単な課題を求めることがある。 
・交通機関等の遅延以外の理由での途中入室は基本
的には認めない。 
・受講マナーをもたない学生には，講義期間であっても
履修を取りやめさせる。 
【準備学習（予習・復習）】 
・必要最小限の資料は配布するが，講義中は理解促進
のために自身でノートをとり，自分なりの資料を完成させ
ること。 
・講義で紹介する内容が，普段の生活でも多く用いられ
ていることに気付けるようになることを望む。 

成績評価 

方法及び 

試験方法 

【成績評価方法】 
・期末試験と講義内外での課題を評価対象とする。詳細
については初回講義に参加して確認すること。 
・出席回数は成績に反映しない。 
【試験方法】 
・試験は筆記方式とする。試験の詳細は講義内で指示
する。 

教科書等 

・教科書は使用せず，必要に応じて資料を配布する。 
・参考書を紹介することがあるが，購入等は必須ではな
い。 

備考 

 

 

 （201172） 

科 目 名 
スポーツ演習Ａ（レクレーションスポー

ツ） 

英文科目名 Gymnastics A 

教 員 名 五十嵐 桂一 

単 位 数 1 授業区分 選択 

年次配当 1 開講区分 
2013 年度 

前期 

授業概要 

及 び 

到達目標 

◎レクリエーションスポーツ◎ 
生涯にわたり運動やスポーツに親しみ健康、体力の維
持、増進と豊かな日常生活を営むとともに、心身とも健
康で活力ある生活を送る上に於いて、本授業では、レク
リエーションスポーツ（バードゴルフ・インディアカ・ソフトテ
ニス・ソフトバレーボール・ユニホッケー）の実践を図り、
勝敗のみを競うのでなく、だれでも、どこでも、気軽に楽し
めるように親睦を図り、生涯スポーツの一助となるように
進めていきます。 

授業計画 

１・プリントを配布してバードゴルフの説明 
  基本練習（グリップ・スタンス等の説明）ハーフショット
での練習 
2・基本練習・フルスイングでの練習 
3・基本練習・各ホール回りの説明・実践練習 
4・基本練習・スコアカード記入説明・ゲーム 
5・ゲーム（スコアカード付ける） 
6・ゲーム（スコアカード付ける） 
7・ソフトバレーボール説明及びゲーム 
8・ソフトバレーボールゲーム 
9・インディアカの説明及びゲーム 
10・インディアカゲーム 
11・ユニバーサルホッケーの説明及びゲーム 
12・ユニバーサルホッケーゲーム 
13・ミニソフトテニスの説明及びゲーム 
14・ミニソフトテニスゲーム 
15・まとめ 

履修上の 

注意及び 

準備学習 

（予習，復習 

について） 

実技の際には、必ず運動着を着用すること。（指定の運
動着はありません） 
屋外種目に於いては、雨天の場合、当日の掲示に従う
こと。 
 

成績評価 

方法及び 

試験方法 

全体を１００点として、評価する。 
平常点：５０% 
技術点：４０%（技術テスト、ゲーム成績等）技術点は、各
種目ごとにチェックを行っていきます。 
レポート点：１０% 
欠席が５回以上の場合は、単位の取得を認めない。 

教科書等 

必要に応じてプリントを配布する。 

備考 

 

 



（201173） 

科 目 名 スポーツ演習Ａ（バドミントン） 

英文科目名 Gymnastics A 

教 員 名 古泉 一久 

単 位 数 1 授業区分 選択 

年次配当 1 開講区分 
2013 年度 

前期 

授業概要 

及 び 

到達目標 

バドミントンは手軽に誰でも楽しむことができるスポーツで
あるとともに、競技としては体力とともに戦略的工夫など
の知力を使う種目である。バドミントンに対しての得手、不
得手にかかわらず、誰でもが正式なルールにもとづいて
ゲームが楽しめるような知識と基本技術を身につけてい
く。同時に将来にわたる生涯スポーツの基礎になるように
していく。 

授業計画 

1.基本的な体力を確認する 
2.バドミントンに必要なコーディネーショントレーニング、シ
ャトルコントロール 
3.ラリーをなるべく長く続ける 
4.公式ルールの説明とテストゲーム 
5.ストローク、サーブの基礎 
6.コントロールラリー 
7.クリアの練習（ハイクリア、ドリブンクリアの打ちわけ） 
8.ドロップ、ロブ、カットの練習 
9.ドライブ、プッシュ、スマッシュの練習 
10.シングルス・ゲーム（リーグ戦）① 
11.シングルス・ゲーム（リーグ戦）② 
12.シングルス・ゲーム（リーグ戦）③ 
13.ダブルス・ゲーム① 
14.ダブルス・ゲーム② 
15.ダブルス・ゲーム③ 
 

履修上の 

注意及び 

準備学習 

（予習，復習 

について） 

【履修上の注意】 
体育館用室内専用シューズを用意し、（誰からみても常
識的に運動用と判断できる）運動着を着用する。いずれ
か不備な場合は参加を認めない。 
どのような練習やゲームにおいても積極的な参加態度が
必要となる。 
各授業前は体調を整えておくこと。体調不良の際には無
理をせずに担当教員に申し出ること。終了後は疲労の回
復に努めること。 
 

成績評価 

方法及び 

試験方法 

【成績評価対象と基準】 
全体として１００点を満点として評価する。 
（１）授業への参加点（５０％） 
（２）実技点およびレポート点（４０％） 
（３）技術テスト（１０％） 
出席状況を基本として、練習、ゲームの参加態度を考
慮し評価する。欠席回数に応じた減点をおこなう。欠席
が５回以上の場合、単位修得を認めない。また、他人と
のコニミュケーションを重視するので、他人を尊重しない
ような行為、言動、迷惑をかける行為は減点する。無断
の早退行為に対しては評価の対象からはずす。 

教科書等 

教科書は指定しない。 

備考 

担当教員：古泉一久 

 

 （201180） 

科 目 名 スポーツ演習Ａ（キャンプ） 

英文科目名 Gymnastics A 

教 員 名 山本 正彦、大石 徹、新井 健之、井筒 紫乃 

単 位 数 1 授業区分 選択 

年次配当 1 開講区分 
2013 年度 

前期 

授業概要 

及 び 

到達目標 

【授業概要およびテーマ】 
本授業は、6～7 月に事前授業、夏期休暇中キャンプ実
習を行う。実習は、清川村のキャンプ施設に宿泊し実施
する。 
今日、生活が近代化や技術発展する中で、自然に対す
る興味が大きくなっている。キャンプ実習では、トレッキン
グやカヌーを予定している。実習を通して、便利でない
生活から「人の生活とは何か」「自然とは何か」を理解す
ることを目的とする。 
【到達目標】 
自然を相手にした時、人は知恵を試される。自然の中で
生活することの基本的な行動ができる。 

授業計画 

事前授業 
1） ガイダンス 
2）トレッキング（大山登山） 
キャンプ実習 
1 日目 
3）開村式、キャンプ場設営 
4）リバートレッキング（川歩き） 
5）リバートレッキング（川歩き） 
2 日目 
6） カヌー実習 
7） カヌー実習 
8） カヌー実習 
9） カヌー実習 
3 日目 
10） キャンプ場撤収 
11） トレッキング 
12） トレッキング 
13） トレッキング 
14） トレッキング 
15）閉村式 

履修上の 

注意及び 

準備学習 

（予習，復習 

について） 

授業は、宿泊を伴う。(宿泊費等￥15000 程度） 
服装は自由だが、あらゆる天候に耐える服装を準備する
こと。 

成績評価 

方法及び 

試験方法 

授業出席状況、実技およびレポートを総合的に判断し、
合計 100 点で評価する。 
 

教科書等 

資料は教員が用意する。 

備考 

 

 



（201192） 

科 目 名 スポーツ演習Ｂ（バスケットボール） 

英文科目名 Gymnastics B 

教 員 名 五十嵐 桂一 

単 位 数 1 授業区分 選択 

年次配当 1 開講区分 
2013 年度 

後期 

授業概要 

及 び 

到達目標 

◎バスケットボール◎ 
バスケットボールは、中学、高校時代に一度は経験した
スポーツではないでしょうか・・・・・？ 
バスケットボールは、身体的にも精神的にも優れたスポ
ーツです。 
第一に身体的発育の面から考えると、走る、飛ぶ、投げ
るといった運動の三要素はもちろん、敏捷性、柔軟性、
巧緻性など、バランスの取れた体力作りが期待できる。 
第二にバスケットボールは、チームワーク、チームプレー
のスポーツであることから、実践をとおしてバスケットボー
ルの楽しさを体験すると共に相手を思いやる気持ちを養
い、かつ学生間の親睦を図ることを目的とする。 

授業計画 

１．バスケットボールに必要な動きづくり（（基本練習） 
２．ランニングタップ  スクウェアパス  ランニングシュ
ートの練習 
３．スクウェアパス  クリスクロス・ランニングシュート ハ
ーフコート２対２ 
４．オールコート・ツーメン・ランニングシュート ハーフコ
ート３対２ 
５．スリーメン・ランニングシュート  ハーフコート３対３
（スクリーン・プレー） 
６．ゾーンディフェンスの習得及びゲーム 
７．マンツーマンディフェンスの習得及びゲーム 
８．ゾーンディフェンス中心のゲーム 
９．ゾーンディフェンス中心のゲーム 
１０．マンツーマンディフェンス中心のゲーム 
１１．マンツーマンディフェンス中心のゲーム 
１２．総合的ゲーム 
１３．総合的ゲーム 
１４．総合的ゲーム 
１５．まとめ 

履修上の 

注意及び 

準備学習 

（予習，復習 

について） 

実技の際には、必ず体育館用シューズを使用し、運動
着を着用すること。 

成績評価 

方法及び 

試験方法 

全体を１００点として、評価する。 
平常点：５０% 
技術点：４０%（技術レベル、チームへの貢献度、積極性
を加味する）  
レポート点：１０% 
欠席が５回以上の場合は、単位の取得を認めない。 
 

教科書等 

必要に応じてプリントを配布する。 

備考 

 

 

 （201193） 

科 目 名 スポーツ演習Ｂ（卓球） 

英文科目名 Gymnastics B 

教 員 名 古泉 一久 

単 位 数 1 授業区分 選択 

年次配当 1 開講区分 
2013 年度 

後期 

授業概要 

及 び 

到達目標 

卓球は手軽に誰でも楽しむことができるスポーツであると
ともに、競技としては体力とともに戦略的工夫などの知力
を使う種目である。卓球に対しての得手、不得手にかか
わらず、誰でもが正式なルールにもとづいてゲームが楽
しめるような知識と基本技術を身につけていく。同時に将
来にわたる生涯スポーツの基礎になるようにしていく。 

授業計画 

1.基本的な体力を確認する 
2.卓球に必要なコーディネーショントレーニング、ボール
コントロール 
3.ラリーをなるべく長く続ける 
4.公式ルールの説明とテストゲーム 
5.フォアハンドとバックハンドの基礎 
6.コントロールラリー 
7.サービスの練習（コースの打ちわけ、長短の打ちわけ） 
8.スマッシュとレシーブの練習 
9.カット、ロブの練習 
10.シングルス・ゲーム（リーグ戦）① 
11.シングルス・ゲーム（リーグ戦）② 
12.シングルス・ゲーム（リーグ戦）③ 
13.ダブルス・ゲーム① 
14.ダブルス・ゲーム② 
15.ダブルス・ゲーム③ 
 

履修上の 

注意及び 

準備学習 

（予習，復習 

について） 

【履修上の注意】 
体育館用室内専用シューズを用意し、（誰からみても常
識的に運動用と判断できる）運動着を着用する。いずれ
か不備な場合は参加を認めない。 
どのような練習やゲームにおいても積極的な参加態度
が必要となる。 
各授業前は体調を整えておくこと。体調不良の際には無
理をせずに担当教員に申し出ること。終了後は疲労の
回復に努めること。 
 

成績評価 

方法及び 

試験方法 

【成績評価対象と基準】 
全体として１００点を満点として評価する。 
（１）授業への参加点（５０％） 
（２）実技点およびレポート点（４０％） 
（３）技術テスト（１０％） 
出席状況を基本として、練習、ゲームの参加態度を考
慮し評価する。欠席回数に応じた減点をおこなう。欠席
が５回以上の場合、単位修得を認めない。また、他人と
のコニミュケーションを重視するので、他人を尊重しない
ような行為、言動、迷惑をかける行為は減点する。無断
の早退行為に対しては評価の対象からはずす。 

教科書等 

教科書は指定しない。 

備考 

担当教員：古泉一久 

 



（201200） 

科 目 名 スポーツ演習Ｂ（スキー） 

英文科目名 Gymnastics B 

教 員 名 木村 瑞生、五十嵐 桂一、大石 徹、伴 好彦、江川 潤 

単 位 数 1 授業区分 選択 

年次配当 1 開講区分 
2013 年度 

後期 

授業概要 

及 び 

到達目標 

【種目】 
スキー 
【授業の目的】 
短期集中授業によるスキー技術の向上 
【授業の概要】 
スキーは、滑走のスピードや方向をコントロールする技術
を要し、性別、年齢、体力を問わず実践を積むことによっ
て短期間に確実に上達でき、生涯を通して楽しむことが
できるスポーツです。 
 本授業は、２回の事前授業と３泊４日の短期集中のス
キー実習によって構成されおります。 
＜スキー実習の時期と場所＞ 
・種目：スキー（初心者から上級者まで対象) 
・時期：１月下旬～２月上旬（３泊４日） 予定 
・場所：池の平スキー場（新潟県妙高市） 予定  
【到達目標】 
・スキーの用具や技術の専門用語の説明ができる。 
・自己のスキー技術レベルを評価できる。 
・集団生活の規律やスキー場でのマナーを守ることがで
きる。 

授業計画 

（１）授業概要についての説明 
（２）講義：スキーに必要な体力、スキー技術、スキー用
具について 
集中授業 
１日目 
（３）スキー技術のレベル別班分け 
（４）班別による基本技術の練習Ⅰ 
２日目 
（５）基本技術の練習Ⅱ 
（６）応用技術の練習Ⅰ（班別） 
（７）応用技術の練習Ⅱ（班別） 
（８）応用技術の練習Ⅲ（班別） 
（９）ビデオによるスキー技術の学習 
３日目 
（１０）色々な斜面におけるスキー技術の使い方Ⅰ（班
別） 
（１１）色々な斜面におけるスキー技術の使い方Ⅱ（班
別） 
（１２）ロングコースを滑るⅠ（班別） 
（１３）ロングコースを滑るⅡ（班別） 
（１４）スキー技術課題の練習（班別） 
４日目 
（１５）スキー技術課題の評価（班別） 

履修上の 

注意及び 

準備学習 

（予習，復習 

について） 

【履修上の注意】 
・スキー履修者を対象に事前授業を 10 月と 12 月に 2
回実施するので必ず出席すること。 
・事前授業の日程は、学務課掲示板に掲示する。 
【準備学習（予習、復習）】 
・集中授業際には、事前授業で配布したスキーテキスト
を参考にスキーの用具や技術に関する用語について復
習して参加すること。 
 

成績評価 

方法及び 

試験方法 

【成績評価と基準】 
以下の項目について、その合計点（100 点満点）で評価
する。 
（１）授業への参加点（50％） 
（２）技術テスト（40％） 
（３）レポート点（10％）・・・・・配布のスキー日誌の記録
内容で評価する 
【試験方法】 
集中授業の最終日に班別（技術レベル別）に技術テスト
を実施する。技術テストの課題は、各班の指導教員より
事前に提示される。 

教科書等 

12 月の事前授業の際にスキー技術に関するテキストを
配布する。 

備考 

 

 

 （201416） 

科 目 名 英語基礎 

英文科目名 Basic English 

教 員 名 鈴木 万里 

単 位 数 2 授業区分 選択 

年次配当 1 開講区分 
2013 年度 

前期～後期 

授業概要 

及 び 

到達目標 

【授業概要】 大学に入って英語を学びなおしたい学生、または、基本的な

文法の復習をしながら実際に使える英語を身につけたい学生を対象としま

す。 

 英文法は英語の基礎であり、英語のコミュニケーションに欠かせません。し

かし、すべての文法事項を扱うには時間が十分ありません。そこで、使用頻

度が高く、コミュニケーションに不可欠なものに絞って、繰り返し練習をしな

がら習得をめざします。 

 前期には、Be 動詞、一般動詞、助動詞を中心にして、文型や不定詞、動

名詞、進行形、受け身を復習し、口頭練習や小テストを繰り返して、英語の

基本的な運用力を身につけます。後期には、前期の内容を基礎にして、現

在完了と仮定法を復習し、さらに、さまざまな場面を設定した会話表現を学

びます。英語がパソコンと同様に、使いこなせば飛躍的に世界が広がる便

利な道具であることを実感するはずです。 

【到達目標】 コミュニケーションに必要な基本的な文法事項を理解し運用

することができるようになります。また、基礎的な会話力を身につけます。 

授業計画 

【前期】 

１．授業の進め方や履修についてのガイダンス 

２．Be 動詞 

３．一般動詞（規則動詞） 

４．一般動詞（不規則動詞） 

５．復習小テスト 

６．文型（I,II,III) 

７．文型（IV.V) 

８．未来形と助動詞（１） 

９．未来形と助動詞（２） 

１０．復習小テスト 

１１．進行形と現在分詞 

１２．受け身と過去分詞 

１３．動名詞 

１４．前期試験 

１５．前期試験のフィード・バックと復習 

１６．再テスト（対象者のみ） 

【後期】 

１．不定詞 

２．現在完了 

３．仮定法 

４．復習小テスト 

５．挨拶の表現 

６．あいづち、共感の表現 

７．ほめる表現 

８．お礼の表現 

９．謝罪の表現 

１０．復習小テスト 

１１．頼む表現 

１２．誘う表現 

１３．別れ際の表現 

１４．後期試験 

１５．後期試験のフィードバックと復習 

１６．再テスト（対象者のみ） 

 

履修上の 

注意及び 

準備学習 

（予習，復習 

について） 

英語は積み重ねが重要なので、欠席しないようにすること。通年

の授業であるが、前期に６回を超えて欠席した場合には、前期

試験の受験資格がないものとします。また、通年で９回を超えて

欠席した場合には、後期試験の受験資格がないものとします。 

予習は不要。復習に時間をかけて、その週の文法事項や会話

表現が十分にわかった状態で、次週の授業に臨んでください。特

に会話ではリズムが重要なので、あまり間があかずに対話が成立

するように、反応時間をなるべく短くするため、自宅でも声を出し

て練習することが大切です。 

成績評価 

方法及び 

試験方法 

【成績評価方法】 前期、後期の試験、出席状況、授業中の積

極性、復習小テストなどで総合的に判断します。それぞれの試

験で合格点に達さない場合には、昼休みなどに再テストを繰り返

し実施して、内容の徹底を図ります。なお、学び直しの科目なの

で、「秀」や「優」の評価はつきません。 

【試験方法】 前期、後期の定期試験をそれぞれ14週目に実施

します。試験の形式および勉強方法については授業中に説明し

ます。 

教科書等 

教科書は使用しません。毎回、印刷物を配布する予定。 

 欠席した場合には、鈴木研究室（本館 5 階北側）の扉に配布し

た印刷物を入れた袋をさげておくので、同じ週のうちに必ず受け

取りに来て、復習しておくこと。 

備考 

 

 



（201427） 

科 目 名 英語Ⅰ 

英文科目名 English I 

教 員 名 安斎 恵子 

単 位 数 2 授業区分 選択 

年次配当 1 開講区分 
2013 年度 

前期～後期 

授業概要 

及 び 

到達目標 

【授業概要】 
英語の 4 技能を育成し、英語圏の文化理解を深めなが
ら、総合的なコミュニケーション能力の向上をめざす。映
画（The Devil Wears Prada）を扱った総合教材を使用
し、楽しみながら自然な口語表現の体得をめざす。扱う
映画はアメリカ英語が中心で、さまざまな映画を英語で
楽しむための入門教材としても有効だろう。また、新聞や
インターネットの記事から、身近で取り組みやすい内容の
英文を補助教材として併用し、語彙の拡充、読解力の
養成をめざす。 
【到達目標】 
常識的な語彙力と読解力を身につけ、日常的な会話表
現を体得して、映画を日本語字幕に頼らずにおおむね
理解できるようになることを目標とする。 
 

授業計画 

1.イントロダクション 
2. Unit 1  
3. Unit 1  
4. Unit 1 
5. Unit 2 
6. Unit 2  
7. Unit 3 
8. Unit 3 
9. 読解教材の購読（テーマ：最新の流行） 
10.読解教材の購読（テーマ：最新の流行） 
11.Unit 4 
12.Unit 4 
13.Unit 5 
14.Unit 5 
15.前期の到達度の確認とまとめ 
16.Unit 6 
17.Unit 6 
18.Unit 6 
19.Unit 7 
20.Unit 7 
21.Unit 8 
22.Unit 8 
23.読解教材の購読（テーマ：デザイン・アート） 
24.読解教材の購読（テーマ：デザイン・アート） 
25.Unit 9 
26.Unit 9 
27.Unit 10 
28.Unit 10 
29.Unit 10 
30.後期の到達度の確認とまとめ  
 

履修上の 

注意及び 

準備学習 

（予習，復習 

について） 

【履修上の注意】 
映画を鑑賞するだけでなく、音読練習やペア・ワークな
ど、積極的な取り組みが必要。 
【準備学習（予習・復習）】 
テキストの各ユニットの Previewing の問題は予習が必
要。 
 

成績評価 

方法及び 

試験方法 

【成績評価対象と基準】 
次の３点を総合的に評価する。 
１．出席、予習状況、授業中の演習への取り組み
（20％） 
２．提出物（課題）（30％） 
３．期末試験（50％） 
【試験方法】 
課題：会話の一部から日本語字幕のせりふを考える、英
字新聞の新製品紹介記事の日本語訳など 
期末試験：既習内容の総復習テスト 
＊教科書等 
The Devil Wears Prada（映画総合教材『プラダを着た悪
魔』）（松柏社） 本体 2,200 円＋税 
 

教科書等 
The Devil Wears Prada（映画総合教材『プラダを着た悪
魔』）（松柏社） 本体 2,200 円＋税 
 

備考 

 

 

 （201428） 

科 目 名 英語Ⅰ 

英文科目名 English I 

教 員 名 村松 理恵 

単 位 数 2 授業区分 選択 

年次配当 1 開講区分 
2013 年度 

前期～後期 

授業概要 

及 び 

到達目標 

授業は、以下の２つのパートから構成されます。複数の
活動を行うことを通じて、さまざまな技能をバランス良く
養うことを目的としています。 
①CM を通した文化理解 
さまざまな会社のテレビコマーシャルを DVD で見ます。
聞き取りや表現のまとめをするだけでなく、製作側の意
図や、社会背景との関連を考察し、効果的なプレゼンテ
ーションとは何か、ということも考えていきます。また、コマ
ーシャルについての解説文を読むことで、理解を深め、
読解力の向上を目指します。読解力は、社会に出てか
らも一番求められる力ですので、この授業では、文をより
細かいフレーズに区切って読む方法を紹介します。 
②映画の翻訳 
ジブリなどの映画を題材にして、元の表現と英語訳とを
比較させます。単純に英語訳にでてくる文法事項を復習
するだけでなく、翻訳には限界があるのか、また、一見全
く原文と違うような英訳になっている部分の理由などを
考察することを通じて、英語と日本語の表現法の違いを
体感することで、さらなる英語の理解を目指します。よく
知っているような表現でも、少しの違いで、受け取り手に
どのようなニュアンスの違いを伝達できるのか、といった
ようなことにも敏感になれるような読み方を目指します。 
また、英語の歌詞のポピュラーソングを使ったリスニング
も取り入れ、聞き取りやディクテーション、歌詞の理解な
どの活動もしていきます。 

授業計画 

1．ガイダンス（授業内容、進め方について） 
2 - 4. ① Unit 4 (McDonald's-King of Fast-Food 
Restaurants②映画  
5 - 7.①Unit 9 (Pepsi-Ask for more)②映画 
8.①2 ~ 7 回で学んだ内容に関する復習とまとめと質疑
応答②確認プリント 
9 - 11.①Unit 5 (Relax, it's FedEx.)②映画 
12 - 14. ① Unit 2 (This Calls for a Bud Light)         
②映画 
15.①9 ~ 14 回で学んだ内容に関する復習とまとめと質
疑応答②前期末試験 
16 - 18. ① Unit 11 (Disney-Magic Happens)          
②映画 
19 - 21. ① Unit 8 (Learning Languages)             
②映画 
22.①16 ~ 21 回で学んだ内容に関する復習とまとめと
質疑応答 ②確認プリント 
23 - 25. ① Unit 12 (Coca-Cola-For Everyone)          
②映画 
26 - 28. ① Unit 14 (Counterfeit Mini Coopers)           
②映画 
29.①23 ~ 28 回で学んだ内容に関する復習とまとめと
質疑応答②映画 
30.①総まとめ②後期末試験 

履修上の 

注意及び 

準備学習 

（予習，復習 

について） 

毎回出欠の確認を行います。 
予習として、辞書を引いて理解不十分な単語について
は、調べておきましょう。また、授業で学習したことの理
解を深めるためにも、復習をしっかりしましょう。 
その他、準備学習が必要な場合には、適宜お知らせし
ますので、指示に従ってください。 

成績評価 

方法及び 

試験方法 

全体を 100 点として、評価します。 ①出席が 2/3 に満
たない場合は、単位認定はしません。 ②平常点 20 点 
③ レポート10点 ④前期末試験35点 後期末試験35
点 

教科書等 

English in 30 Seconds Masayuki Aoki（南雲堂）ISBN 
978-4-523-17618-3 ￥2500+税 
その他配布資料 

備考 

 

 



（201433） 

科 目 名 英語Ⅰ 

英文科目名 English I 

教 員 名 石井 真弓 

単 位 数 2 授業区分 選択 

年次配当 1 開講区分 
2013 年度 

前期～後期 

授業概要 

及 び 

到達目標 

【授業概要】 

アメリカの ABC 放送テレビニュース番組から、身近で親しみやすいトピックの

ニュースを用いて、読む・聞く・話す・書くという４技能を組み入れた授業であ

る。中学から高校までの基本英文法の復習を 10 回の演習形式で行う。ま

た、DVD を通して、comprehension check を行い、自分の意見を英語で書く

練習をする。自分の好きなトピックを Show and Tell によるプレゼンテーション

（個人あるいはグループ）としてクラスで発表する。 

【到達目標】 

1．基本文法を習得することができる。 

2．聞き取りのコツや方策を用いて、リスニング力を高めることができる。 

3．イントネーションや音の連結等を聞きとる練習を通じて、口語英語に慣れ

ることができる。 

4．ニューストピックに関連した記事を読み、読解力を養い、自分の意見を論

理的に述べることが 

   できる。  

5．プレゼンテーション、ペアワーク会話練習を通して発話能力を高めること

ができる。 

 

授業計画 

1.  Course Introduction / Communication Bingo 

2.  Unit 1: Modern Family / Grammar Exercise 1 

3.  Unit 1: Modern Family 

4.  Unit 2: Extreme Weather / Grammar Exercise 2  

5.  Unit 2: Extreme Weather 

6.  Presentation Workshop / Grammar Exercise 3 

7.  Unit 3:  The Comeback:  Returning Home / Reading Test Practice 

8.  Unit 4:  Solving a Mystery:  Amelia Earhart / Reading Test / 

Grammar Exercise 4 

9.  Unit 4:  Solving a Mystery:  Amelia Earhart 

10. Unit 6:  Arctic Adventure / Grammar Exercise 5 

11. Unit 6:  Arctic Adventure 

12. Presentation I 

13. Presentation II / Listening Test Practice 

14. Listening Test / Review 

15. 前期まとめと到達度の確認 

16. Summer Vacation Interview / Unit 7: Tapping for Tuition / Grammar 

Exercise 6 

17. Unit 7: Tapping for Tuition  

18. Unit 10:  Healthy Living:  Getting Enough Sleep / Grammar Exercise 

7 

19. Unit 10:  Healthy Living:  Getting Enough Sleep / Reading Test 

Practice 

20. Unit 11:  Hybrid Hype? / Reading Test / Grammar Exercise 8 

21. Unit 11:  Hybrid Hype? / Halloween 

22. Unit 13:  Dangers Exposed:  On the Runway / Grammar Exercise 9 

23. Unit 13:  Dangers Exposed:  On the Runway 

24. Unit 14:  Creating Jobs:  New Hiring / Grammar Exercise 10 

25. Unit 14:  Creating Jobs:  New Hiring  

26. Presentation I 

27. Presentation II  

28. Christmas / Listening Test Practice 

29. Listening Test / Review 

30. 後期まとめと到達度の確認 

履修上の 

注意及び 

準備学習 

（予習，復習 

について） 

【履修上の注意】 

英検 3 級以上レベルが必要とされる。 

Warm-up として、授業の始め 20 分、教科書とは別に、Song 

Dictation, ペアワークによる会話練習、文法復習演習をするの

で遅刻しないこと。 

ワークブックのように教科書を使用するので、必ず購入すること。 

【準備学習（予習、復習）】 

各ユニットに出てくる単語を予習すること。各ユニットのニュース

スクリプトが完成したら 

付属の DVD で音読練習をすること。 

 

成績評価 

方法及び 

試験方法 

【成績評価対象と基準】 

全体を 100 点として、評価する。 

（１）小テスト（10 点ｘ2 回=20 点） 

（２）プレゼンテーション 25 点 

（３）期末試験 40 点 

（４）出席・予習・授業への参加度 15 点 

（５）出席が 2/3 に満たない場合は、単位認定はしない。 

【試験方法】 

小テスト：授業の最初に行う。（TOEIC Test 形式） 

プレゼンテーション：発表形式 

期末テスト：テキストからの問題、持込不可 

教科書等 
ABC World News 15（金星堂2013）（DVD付き）2300円（税別） 

配布資料あり（A4 サイズファイルを準備) 

 

備考 

 

 

 （201440） 

科 目 名 英語Ⅰ（再） 

英文科目名 English I 

教 員 名 松中 義大 

単 位 数 2 授業区分 必修 

年次配当 1 開講区分 
2013 年度 

前期～後期 

授業概要 

及 び 

到達目標 

 今日の国際化した社会においては、どのような分野に
あっても地球規模での情報収集と情報発信が求められ
ており、それは学生諸君の個々の専門分野においても
言えることである。英語はそのための「道具」として重要
な役割を担うものであり、これを習得し運用することは有
益なことであると言える。本科目では、１年次に培った英
語のコミュニケーション能力と、様々な分野の英語文献
を辞書を使って自由に、かつ迅速・的確に把握する能力
をさらに高めることを目標とする。 そのためにできるだけ
有益な教材を選択する。英字新聞、英文週刊誌、ポッ
プソング、その他様々な AV 学習教材の利用も心がけた
い。        
 

授業計画 

１．英米人の読む啓蒙的・論説的散文の典型的な構造
の分析をする。そのために論説文に頻出する重要語、語
義、用法、発音の確認とその習熟も行う。 
２．視聴覚教材を活用して英語を聞き取る能力を向上さ
せるとともに、相手の主 張・考えを効率的に理解する練
習をする。 
３．英語を通して自分の主張・考えを表すことが出来るよ
うにその方法を練習する。そのために必要な英語独特の
表現方法や文法知識・語彙を身につける。 
４．基本的には言語の「読む・聞く・話す・書く」という４つ
の技能を総合した授業を行うが、必要に応じて「暗唱」も
視野に入れて総合的なコミュニケーション能力の習得を
目指す。 

履修上の 

注意及び 

準備学習 

（予習，復習 

について） 

 ガイダンス中に必ず掲示を見て、指定クラスを確認す
ること。初回授業はきわめて重要である。遅刻・欠席の
ないよう特に注意してほしい。 
 やむをえず「欠席」した場合は、その報告・連絡・相談と
いったコミュニケーションの努力を常に大切にしていだだ
きたい。 

成績評価 

方法及び 

試験方法 

【成績評価方法】 
 出席状況、提出課題、受講態度、試験の結果などを
総合的に評価する。詳細については、各担当教員から
それぞれ指示される。 
【試験方法】 
具体的な実施方法・時期などについては、各担当教員
からそれそれ指示される。 

教科書等 

 指定クラスの担当教員から、それぞれ指示される。  
指定されたテキストは各自ただちに用意すること。 

備考 

 

 



（201450） 

科 目 名 上級英語Ⅰ 

英文科目名 Advanced English I 

教 員 名 鈴木 万里 

単 位 数 2 授業区分 選択 

年次配当 1 開講区分 
2013 年度 

前期～後期 

授業概要 

及 び 

到達目標 

【授業概要】 これまでに身につけた英語力をさらに高め
るとともに、さまざまな場面で対応できる運用力の習得を
めざします。そのためにこの授業では、「書く」訓練（前期）
と「読む」訓練（後期）を中心に行います。 
 前期は 1999 年の映画 Notting Hill を使って、映画に関
する英語の質問に答えながら「書く」練習を積み重ね、
前期の終りには、この作品について英語で紹介するプレ
ゼンテーション原稿を作成し、スピーチを行います。 
 後期は、新聞記事または評論の精読および速読によっ
て読解力の向上をめざします。英語が正確に読み取れ
るだけではなく、言外の意味や文化的背景などにも気を
配りながら、より高度な英語力を身につけます。また、内
容を日本語および英語で要約して提出します。添削した
後返却します。後期の終わりにも、読んだ評論について
英語で自分の考えを述べるプレゼンテーション原稿を作
成し、スピーチを行います。 
【到達目標】 読み書きの訓練は言語の上達にもっとも
効果的です。新聞や雑誌、インターネットなどで英語の情
報が正確かつ迅速に入手できる読解力を身につけま
す。また、自分の作品や見た映画の紹介など、英語で簡
潔なプレゼンテーションができるようになります。 
 

授業計画 

【前期】 
１．ガイダンス 
２．Notting Hill (1) 
３．Notting Hill (2) 
４．Notting Hill (3) 
５．Notting Hill (4) 
６．Notting Hill (5) 
７．Notting Hill (6) 
８．Notting Hill (7) 
９．Notting Hill (8) 
１０．Notting Hill (9) 
１１．Notting Hill (10) 
１２．プレゼンテーション原稿作成 
１３．プレゼンテーション原稿作成 
１４．プレゼンテーション 
１５．筆記試験 
【後期】 
１．前期試験のフィードバック、復習 
２．新聞または評論を読む 
３．     〃         
４．     〃         
５．     〃         
６．内容を日本語でまとめ、提出する              
７．新聞または評論を読む 
８．     〃              
９．     〃              
１０．    〃              
１１．内容を英語でまとめ、提出する              
１２．プレゼンテーション原稿作成 
１３．プレゼンテーション原稿作成        
１４．プレゼンテーション 
１５．筆記試験 

履修上の 

注意及び 

準備学習 

（予習，復習 

について） 

前期は復習、後期は予習が必要。特に読解力をつける
には、自分であらかじめ読んで意味を把握し、どこがまち
がっていたのか、わからないところはどこなのかを授業で
確認する作業が重要です。 
 将来、留学したい、または海外で仕事をしたいと考えて
いる学生は、特に読解力の向上が求められます。 

成績評価 

方法及び 

試験方法 

筆記試験、プレゼンテーション、および、授業での積極
性、提出物などにより、総合的に評価します。 

教科書等 

前期に使用する教科書は、『Notting Hill ノッティング・ヒ
ルの恋人』 松柏社（Richard Curtis 著 神谷久美子編
注） 2,100 円＋税 
後期は印刷物を配布する予定。 

備考 

 

 

 （201461） 

科 目 名 ドイツ語Ⅰ 

英文科目名 German I 

教 員 名 鈴木 賢子 

単 位 数 2 授業区分 選択 

年次配当 1 開講区分 
2013 年度 

前期～後期 

授業概要 

及 び 

到達目標 

【到達概要】 
 ドイツ語は難しいというイメージがありますが、英語を学
んだ人であれば比較的なじみやすい言語です。この授
業は初めてドイツ語を学ぶ人のために基礎から始めま
す。授業は教科書に沿ってゆっくり進みます。学習と並
行してドイツ語圏の文化に触れながらドイツ語の世界に
親しんでいきます。 
【到達目標】  
・ドイツ語の基本的な文章が読める。 
・初歩的な文法をマスターする。 
 

授業計画 

【前期】 
1) ガイダンス ドイツ語のあいさつと自己紹介 
2) ドイツ語の ABC 
3) 発音の練習 
4) あいさつと曜日、月の表現 
5) 人称代名詞と動詞の現在人称変化 
6) 自己紹介 
7) 名詞の性、冠詞、格 
8) ドイツにおける日本のアニメ 
9) 不規則動詞の現在人称変化、命令形 
10)ドイツの食事 
11)名詞の複数形、定冠詞類、不定冠詞類 
12)「～はいくらですか？」買い物をする 
13) 前置詞の格支配(1) 
14) 総合演習 
15) 前期のまとめと試験 
【後期】 
1) 前期試験の答え合わせ、前置詞の格支配(2) 
2) 従属の接続詞と副文 
3) 「～はどこにありますか？」位置を表す前置詞の使い
方 
4) 話法の助動詞 
5) 分離動詞 
6) ドイツ語圏の映画 
7) 形容詞の格変化 
8) zu 不定詞(句) 
9 ) ドイツ語文化圏の食習慣 
10) 動詞の 3 基本形、現在完了 
11) 「何をしたの？」現在完了形の使い方 
12) ドイツの音楽 
13) 試験の準備 
14) 総合演習ならびに試験 
15) 答え合わせと後期のまとめ 
 

履修上の 

注意及び 

準備学習 

（予習，復習 

について） 

練習問題が課されるので、必ず解答を準備すること。 

成績評価 

方法及び 

試験方法 

・期末試験 50％(前期後期両方とも試験を受けること
が単位認定の条件となる。) 
・出席、練習問題への解答を含む授業への積極的参加 
50％ 
・出席日数が 3 分の 2 に満たない場合は単位認定をし
ない。 
 

教科書等 

『クロイツング・ネオ』 朝日出版社 （本体 2,500 円＋
税） 
配布資料あり 
 

備考 

 

 



（201471） 

科 目 名 ドイツ語 

英文科目名 German 

教 員 名 鈴木 賢子 

単 位 数 2 授業区分 選択 

年次配当 1 開講区分 
2013 年度 

前期～後期 

授業概要 

及 び 

到達目標 

【到達概要】 
 ドイツ語は難しいというイメージがありますが、英語を学
んだ人であれば比較的なじみやすい言語です。この授業
は初めてドイツ語を学ぶ人のために基礎から始めます。
授業は教科書に沿ってゆっくり進みます。学習と並行し
てドイツ語圏の文化に触れながらドイツ語の世界に親しん
でいきます。 
【到達目標】  
・ドイツ語の基本的な文章が読める。 
・初歩的な文法をマスターする。 
 

授業計画 

【前期】 
1) ガイダンス ドイツ語のあいさつと自己紹介 
2) ドイツ語の ABC 
3) 発音の練習 
4) あいさつと曜日、月の表現 
5) 人称代名詞と動詞の現在人称変化 
6) 自己紹介 
7) 名詞の性、冠詞、格 
8) ドイツにおける日本のアニメ 
9) 不規則動詞の現在人称変化、命令形 
10)ドイツの食事 
11)名詞の複数形、定冠詞類、不定冠詞類 
12)「～はいくらですか？」買い物をする 
13) 前置詞の格支配(1) 
14) 総合演習 
15) 前期のまとめと試験 
【後期】 
1) 前期試験の答え合わせ、前置詞の格支配(2) 
2) 従属の接続詞と副文 
3) 「～はどこにありますか？」位置を表す前置詞の使い
方 
4) 話法の助動詞 
5) 分離動詞 
6) ドイツ語圏の映画 
7) 形容詞の格変化 
8) zu 不定詞(句) 
9 ) ドイツ語文化圏の食習慣 
10) 動詞の 3 基本形、現在完了 
11) 「何をしたの？」現在完了形の使い方 
12) ドイツの音楽 
13) 試験の準備 
14) 総合演習ならびに試験 
15) 答え合わせと後期のまとめ 
 

履修上の 

注意及び 

準備学習 

（予習，復習 

について） 

練習問題が課されるので、必ず解答を準備すること。 

成績評価 

方法及び 

試験方法 

・期末試験 50％(前期後期両方とも試験を受けること
が単位認定の条件となる。) 
・出席、練習問題への解答を含む授業への積極的参加 
50％ 
・出席日数が 3 分の 2 に満たない場合は単位認定をし
ない。 
 

教科書等 

『クロイツング・ネオ』 朝日出版社 （本体 2,500 円＋
税） 
配布資料あり 
 

備考 

 

 

 （201481） 

科 目 名 ロシア語Ⅰ 

英文科目名 Russian I 

教 員 名 中神 美砂 

単 位 数 2 授業区分 選択 

年次配当 1 開講区分 
2013 年度 

前期～後期 

授業概要 

及 び 

到達目標 

授業概要： 
 この授業はロシア語の入門講座となる。ロシア語の文
字と発音を学び、基本的な語彙と文法を習得する。また
授業内でチェブラーシカなどのアニメーション映画やロシ
アの映像教材などを鑑賞することで、ロシアの文化、歴
史、社会事情などを紹介する。ロシアとロシア語について
親しむ。 
到達目標：ロシア語の基礎力と初歩的なコミュニケーショ
ン能力を身につけることができる。 

授業計画 

第１回      ガイダンス、ロシアとロシア語概論 
第２、３、４回  ロシア語の文字と発音   
第５、６回     第１課「この人は誰ですか？」 
第７、８回    第２課「あなたは医者ですか？」人称代
名詞を学ぶ 
第９回      練習問題と復習 
第１０、１１回  第３課「郵便局はどこですか？」名詞の
性･動詞の現在形を学ぶ 
第１２、１３回  第４課「これは誰の写真ですか？」所有
代名詞を学ぶ 
第１４回     練習問題と復習 
第１５回     学習内容のまとめと到達度の確認 

履修上の 

注意及び 

準備学習 

（予習，復習 

について） 

毎回新しい学習項目があるので、欠席･遅刻をしないこ
と。 
学習内容の確認のために課題を提出すること。 
教科書の復習をすること。 
次週の学習に相当する課をしっかりと予習すること。 

成績評価 

方法及び 

試験方法 

成績評価方法： 
全体を１００点として評価する。 
１．期末テスト        ７０点 
２．課題レポート      ３０点 
試験方法：期末試験をおこなう。 
 

教科書等 

教科書： 
 桑野隆著 「初級ロシア語２０課」 白水社 ２０１２年 
１９００円 
  
 推薦辞書 「パスポート初級露和辞典」白水社 

備考 

 

 



（201491） 

科 目 名 ロシア語 

英文科目名 Russian 

教 員 名 中神 美砂 

単 位 数 2 授業区分 選択 

年次配当 1 開講区分 
2013 年度 

前期～後期 

授業概要 

及 び 

到達目標 

授業概要： 
 この授業はロシア語の入門講座となる。ロシア語の文字
と発音を学び、基本的な語彙と文法を習得する。また授
業内でチェブラーシカなどのアニメーション映画やロシア
の映像教材などを鑑賞することで、ロシアの文化、歴史、
社会事情などを紹介する。ロシアとロシア語について親し
む。 
到達目標：ロシア語の基礎力と初歩的なコミュニケーショ
ン能力を身につけることができる。 

授業計画 

第１回      ガイダンス、ロシアとロシア語概論 
第２、３、４回  ロシア語の文字と発音   
第５、６回     第１課「この人は誰ですか？」 
第７、８回    第２課「あなたは医者ですか？」人称代
名詞を学ぶ 
第９回      練習問題と復習 
第１０、１１回  第３課「郵便局はどこですか？」名詞の
性･動詞の現在形を学ぶ 
第１２、１３回  第４課「これは誰の写真ですか？」所有
代名詞を学ぶ 
第１４回     練習問題と復習 
第１５回     学習内容のまとめと到達度の確認 

履修上の 

注意及び 

準備学習 

（予習，復習 

について） 

毎回新しい学習項目があるので、欠席･遅刻をしないこ
と。 
学習内容の確認のために課題を提出すること。 
教科書の復習をすること。 
次週の学習に相当する課をしっかりと予習すること。   
 

成績評価 

方法及び 

試験方法 

成績評価方法： 
全体を１００点として評価する。 
１．期末テスト        ７０点 
２．課題レポート      ３０点 
試験方法：期末試験をおこなう。 
 

教科書等 

 
 教科書： 
 桑野隆著 「初級ロシア語２０課」 白水社 ２０１２年 
１９００円 
  
 推薦辞書 「パスポート初級露和辞典」白水社   
  
 

備考 

 

 

 （201502） 

科 目 名 フランス語Ⅰ 

英文科目名 French I 

教 員 名 曽根 幸子 

単 位 数 2 授業区分 選択 

年次配当 1 開講区分 
2013 年度 

前期～後期 

授業概要 

及 び 

到達目標 

【授業概要】 

この授業は初めてフランス語を学ぶ人を対象に、初級文法のマ

スターと、さらに将来、芸術関係の文章を一人で読めるようにな

ることを目指す。 

前期は、自己紹介など簡単な会話を繰り返し練習しながら、基

本的な動詞の使い方を中心に初級文法を学習する。 

後期は、文法事項の発展とフランス語の文章の読み方を学習す

る。 

【到達目標】 

簡単な会話練習をしながら文法を学習し、辞書を使って文章を

読む段階へと徐々に進めてゆくことで、フランス語の発音に慣

れ、日常会話と初級文法の基礎を習得できる。 

授業計画 

（１）フランス語の音 
（２）あいさつとアルファベ 
（３）名前の聞き方・答え方 
（４）～は…です（etre) 
（５）国名・国籍 
（６）職業の聞き方・答え方 
（７）これは何ですか？ 
（８）名詞と形容詞の性と数 
（９）～を持っている(avoir) 
（１０）疑問文・否定文の作り方 
（１１）～が好き（第一郡規則動詞） 
（１２）命令形、～してください 
（１３）行く・来る(aller/venir) 
（１４）年齢の聞き方・答え方 
（１５）まとめと試験 
（１６）前期の復習 
（１７）お腹がすいた、喉がかわいた 
（１８）部分冠詞 
（１９）～ができる(pouvoir) 
（２０）～がほしい(vouloir) 
（２１）時間の聞き方・答え方 
（２２）直接目的語・間接目的語 
（２３）近い未来・近い過去 
（２４）比較級・最上級 
（２５）複合過去（１） 
（２６）複合過去（２） 
（２７）時制について 
（２８）条件法・接続法 
（２９）関係代名詞・強調構文 
（３０）まとめと試験 

履修上の 

注意及び 

準備学習 

（予習，復習 

について） 

【履修上の注意】 
・初回の授業は履修についてのガイダンスを行うので、か
ならず出席すること。 
・履修者は特別な理由がないかぎり毎回出席すること。 
・申し出のない授業中の入退室、携帯電話の使用は禁
止。 
・出席管理に不正があった場合は、単位認定の対象外
とする。 
【準備学習（予習、復習）】 
・前期は復習を中心に発音練習、教科書の音読をす
る。 
・後期は辞書を使って教科書の文を日本語にする予習
をする。 

成績評価 

方法及び 

試験方法 

【成績評価対象と基準】 
・評価は、(1)小テスト（２０％）、(2)学期末テスト（前期：３
０％、後期：５０％）、授業態度（遅刻２回は欠席１回に
換算）から総合的に判断する。 
・出席が 2/3 に満たない場合は、単位認定はしない。 
【試験方法】 
・前期期末試験：リスニング問題と筆記問題（持込不
可）。  
・後期期末試験：文法問題（持込不可）と翻訳問題（辞
書使用）。 

教科書等 

【教科書】 
「Pierre et Hugo（ピエールとユゴー）」（DVD 付）白水社 
2,500 円＋税 
【参考書・辞書】 
授業中に紹介する。 

備考 

 

 



（201512） 

科 目 名 フランス語 

英文科目名 French 

教 員 名 曽根 幸子 

単 位 数 2 授業区分 選択 

年次配当 1 開講区分 
2013 年度 

前期～後期 

授業概要 

及 び 

到達目標 

【授業概要】 

この授業は初めてフランス語を学ぶ人を対象に、初級文法のマ

スターと、さらに将来、芸術関係の文章を一人で読めるようにな

ることを目指す。 

前期は、自己紹介など簡単な会話を繰り返し練習しながら、基

本的な動詞の使い方を中心に初級文法を学習する。 

後期は、文法事項の発展とフランス語の文章の読み方を学習す

る。 

【到達目標】 

簡単な会話練習をしながら文法を学習し、辞書を使って文章を

読む段階へと徐々に進めてゆくことで、フランス語の発音に慣

れ、日常会話と初級文法の基礎を習得できる。 

授業計画 

（１）フランス語の音 
（２）あいさつとアルファベ 
（３）名前の聞き方・答え方 
（４）～は…です（etre) 
（５）国名・国籍 
（６）職業の聞き方・答え方 
（７）これは何ですか？ 
（８）名詞と形容詞の性と数 
（９）～を持っている(avoir) 
（１０）疑問文・否定文の作り方 
（１１）～が好き（第一郡規則動詞） 
（１２）命令形、～してください 
（１３）行く・来る(aller/venir) 
（１４）年齢の聞き方・答え方 
（１５）まとめと試験 
（１６）前期の復習 
（１７）お腹がすいた、喉がかわいた 
（１８）部分冠詞 
（１９）～ができる(pouvoir) 
（２０）～がほしい(vouloir) 
（２１）時間の聞き方・答え方 
（２２）直接目的語・間接目的語 
（２３）近い未来・近い過去 
（２４）比較級・最上級 
（２５）複合過去（１） 
（２６）複合過去（２） 
（２７）時制について 
（２８）条件法・接続法 
（２９）関係代名詞・強調構文 
（３０）まとめと試験 

履修上の 

注意及び 

準備学習 

（予習，復習 

について） 

【履修上の注意】 
・初回の授業は履修についてのガイダンスを行うので、か
ならず出席すること。 
・履修者は特別な理由がないかぎり毎回出席すること。 
・申し出のない授業中の入退室、携帯電話の使用は禁
止。 
・出席管理に不正があった場合は、単位認定の対象外
とする。 
【準備学習（予習、復習）】 
・前期は復習を中心に発音練習、教科書の音読をする。 
・後期は辞書を使って教科書の文を日本語にする予習
をする。 

成績評価 

方法及び 

試験方法 

【成績評価対象と基準】 
・評価は、(1)小テスト（２０％）、(2)学期末テスト（前期：３
０％、後期：５０％）、授業態度（遅刻２回は欠席１回に換
算）から総合的に判断する。 
・出席が 2/3 に満たない場合は、単位認定はしない。 
【試験方法】 
・前期期末試験：リスニング問題と筆記問題（持込不
可）。  
・後期期末試験：文法問題（持込不可）と翻訳問題（辞
書使用）。 

教科書等 

【教科書】 
「Pierre et Hugo（ピエールとユゴー）」（DVD 付）白水社 
2,500 円＋税 
【参考書・辞書】 
授業中に紹介する。 

備考 

 

 

 （201520） 

科 目 名 中国語Ⅰ 

英文科目名 Chinese I 

教 員 名 康 宏理 

単 位 数 2 授業区分 選択 

年次配当 1 開講区分 
2013 年度 

前期～後期 

授業概要 

及 び 

到達目標 

授業概要及び到達目標 
（授業の目的） 
 近年来、中国の急速な経済発展に従い、中国語を学
ぼうとする人が確実に、かつ大いに増えています。本講
義は中国語を始めて学ぶ者を対象に、基本的なコミュ
ニケーション能力の習得を目的とします。 
（授業概要） 
 中国語の発音の表記法、声調が正確に読めるように
繰り返し練習しながら、簡体字、文の構造など中国語の
基礎的なことがらを一通りマスターしてもらいます。 
（到達目標） 
 中国語のピンインのルールを覚えて、ピンインを見て簡
体字を正確に読めるように。その上、簡単な会話もこな
せて、基本的な作文能力及び読解力を高めるようにしま
す。 

授業計画 

授業計画 
前期 
第一回  中国語とは 
第二回  音節と声調、単母音、唇音と舌尖音 
第三回  複合母音、舌歯音、そり舌音 
第四回  鼻母音、舌根音、舌面音 
第五回  声調の変化、ｒ化の発音 
第六回  小テスト 第一課 ＜是＞の構文 
第七回  第一課  ＜?＞の疑問文 
第八回  第二課 ＜有＞＜在＞の用法 
第九回  第二課 量詞、疑問詞疑問文 
第十回  第三課 動詞の文 
第十一回 第三課 語気助詞＜?＞ 
第十二回 第四課 年月日、曜日の言い方 
第十三回 第四課 年齢の聞き方 
第十四回 まとめと復習 
第十五回 筆記試験 
後期 
第一回  第五課 形容詞述語文 
第二回  第五課 反復疑問文 
第三回  第六課 助動詞＜会＞＜想＞ 
第四回  第六課 選択疑問文 
第五回  第七課 前置詞＜从＞＜到＞＜?＞など 
第六回  第七課 時刻の言い方 
第七回  小テスト、挨拶、決まり文句など 
第八回  第八課 動作の完了 
第九回  第八課 程度補語＜得＞ 
第十回  第九課 比較の＜比＞ 
第十一回 第九課 ＜把＞の構文 
第十二回 第十課 過去の経験＜?＞ 
第十三回 動詞の重ね型 
第十四回 まとめと復習 
第十五回 筆記試験 

履修上の 

注意及び 

準備学習 

（予習，復習 

について） 

 
履修上の注意及び準備学習（予習、復習について） 
 学んだ単語や文型をきちんと復習して覚えること。新し
い内容は CD を聞いて発音と声調を予習すること。 

成績評価 

方法及び 

試験方法 

成績評価の方法と基準 
 出席回数、授業中の態度、小テスト、前期、後期の試
験により、総合評価します。 
 ①出席率は三分の二にならないと、評価できません。 
 ②授業中の態度、本文を読むことや単語や文型を暗記
すること、質問に回答する正しさなど、40 点です。 
 授業中には携帯を遊ばないこと、寝ないこと、私語をし
ないこと、宿題を時間通りにやることを守ってもらいます。 
 ③小テストは一回で１０点です。 
 ④期末試験は５０点です。 
試験方法 
 期末筆記試験、持込不可。 

教科書等 
教科書等 
 基礎中国語 歩歩高  隆美出版社 
 価格（本体 2,400 円＋税） 

備考 

 

 



（201522） 

科 目 名 中国語Ⅰ 

英文科目名 Chinese I 

教 員 名 康 宏理 

単 位 数 2 授業区分 選択 

年次配当 1 開講区分 
2013 年度 

前期～後期 

授業概要 

及 び 

到達目標 

授業概要及び到達目標 
（授業の目的） 
 近年来、中国の急速な経済発展に従い、中国語を学
ぼうとする人が確実に、かつ大いに増えています。本講
義は中国語を始めて学ぶ者を対象に、基本的なコミュニ
ケーション能力の習得を目的とします。 
（授業概要） 
 中国語の発音の表記法、声調が正確に読めるように繰
り返し練習しながら、簡体字、文の構造など中国語の基
礎的なことがらを一通りマスターしてもらいます。 
（到達目標） 
 中国語のピンインのルールを覚えて、ピンインを見て簡
体字を正確に読めるように。その上、簡単な会話もこな
せて、基本的な作文能力及び読解力を高めるようにしま
す。 

授業計画 

授業計画 
前期 
第一回  中国語とは 
第二回  音節と声調、単母音、唇音と舌尖音 
第三回  複合母音、舌歯音、そり舌音 
第四回  鼻母音、舌根音、舌面音 
第五回  声調の変化、ｒ化の発音 
第六回  小テスト 第一課 ＜是＞の構文 
第七回  第一課  ＜?＞の疑問文 
第八回  第二課 ＜有＞＜在＞の用法 
第九回  第二課 量詞、疑問詞疑問文 
第十回  第三課 動詞の文 
第十一回 第三課 語気助詞＜?＞ 
第十二回 第四課 年月日、曜日の言い方 
第十三回 第四課 年齢の聞き方 
第十四回 まとめと復習 
第十五回 筆記試験 
後期 
第一回  第五課 形容詞述語文 
第二回  第五課 反復疑問文 
第三回  第六課 助動詞＜会＞＜想＞ 
第四回  第六課 選択疑問文 
第五回  第七課 前置詞＜从＞＜到＞＜?＞など 
第六回  第七課 時刻の言い方 
第七回  小テスト、挨拶、決まり文句など 
第八回  第八課 動作の完了 
第九回  第八課 程度補語＜得＞ 
第十回  第九課 比較の＜比＞ 
第十一回 第九課 ＜把＞の構文 
第十二回 第十課 過去の経験＜?＞ 
第十三回 動詞の重ね型 
第十四回 まとめと復習 
第十五回 筆記試験 

履修上の 

注意及び 

準備学習 

（予習，復習 

について） 

履修上の注意及び準備学習（予習、復習について） 
 学んだ単語や文型をきちんと復習して覚えること。新し
い内容は CD を聞いて発音と声調を予習すること。 

成績評価 

方法及び 

試験方法 

成績評価の方法と基準 
 出席回数、授業中の態度、小テスト、前期、後期の試
験により、総合評価します。 
 ①出席率は三分の二にならないと、評価できません。 
 ②授業中の態度、本文を読むことや単語や文型を暗記
すること、質問に回答する正しさなど、40 点です。 
 授業中には携帯を遊ばないこと、寝ないこと、私語をし
ないこと、宿題を時間通りにやることを守ってもらいます。 
 ③小テストは一回で１０点です。 
 ④期末試験は５０点です。 
試験方法 
 期末筆記試験、持込不可。 

教科書等 
教科書等 
 基礎中国語 歩歩高  隆美出版社 
 価格（本体 2,400 円＋税） 

備考 

 

 

 （201530） 

科 目 名 中国語 

英文科目名 Chinese 

教 員 名 康 宏理 

単 位 数 2 授業区分 選択 

年次配当 1 開講区分 
2013 年度 

前期～後期 

授業概要 

及 び 

到達目標 

授業概要及び到達目標 
（授業の目的） 
 近年来、中国の急速な経済発展に従い、中国語を学
ぼうとする人が確実に、かつ大いに増えています。本講
義は中国語を始めて学ぶ者を対象に、基本的なコミュ
ニケーション能力の習得を目的とします。 
（授業概要） 
 中国語の発音の表記法、声調が正確に読めるように
繰り返し練習しながら、簡体字、文の構造など中国語の
基礎的なことがらを一通りマスターしてもらいます。 
（到達目標） 
 中国語のピンインのルールを覚えて、ピンインを見て簡
体字を正確に読めるように。その上、簡単な会話もこな
せて、基本的な作文能力及び読解力を高めるようにしま
す。 

授業計画 

授業計画 
前期 
第一回  中国語とは 
第二回  音節と声調、単母音、唇音と舌尖音 
第三回  複合母音、舌歯音、そり舌音 
第四回  鼻母音、舌根音、舌面音 
第五回  声調の変化、ｒ化の発音 
第六回  小テスト 第一課 ＜是＞の構文 
第七回  第一課  ＜?＞の疑問文 
第八回  第二課 ＜有＞＜在＞の用法 
第九回  第二課 量詞、疑問詞疑問文 
第十回  第三課 動詞の文 
第十一回 第三課 語気助詞＜?＞ 
第十二回 第四課 年月日、曜日の言い方 
第十三回 第四課 年齢の聞き方 
第十四回 まとめと復習 
第十五回 筆記試験 
後期 
第一回  第五課 形容詞述語文 
第二回  第五課 反復疑問文 
第三回  第六課 助動詞＜会＞＜想＞ 
第四回  第六課 選択疑問文 
第五回  第七課 前置詞＜从＞＜到＞＜?＞など 
第六回  第七課 時刻の言い方 
第七回  小テスト、挨拶、決まり文句など 
第八回  第八課 動作の完了 
第九回  第八課 程度補語＜得＞ 
第十回  第九課 比較の＜比＞ 
第十一回 第九課 ＜把＞の構文 
第十二回 第十課 過去の経験＜?＞ 
第十三回 動詞の重ね型 
第十四回 まとめと復習 
第十五回 筆記試験 

履修上の 

注意及び 

準備学習 

（予習，復習 

について） 

 
履修上の注意及び準備学習（予習、復習について） 
 学んだ単語や文型をきちんと復習して覚えること。新し
い内容は CD を聞いて発音と声調を予習すること。 

成績評価 

方法及び 

試験方法 

成績評価の方法と基準 
 出席回数、授業中の態度、小テスト、前期、後期の試
験により、総合評価します。 
 ①出席率は三分の二にならないと、評価できません。 
 ②授業中の態度、本文を読むことや単語や文型を暗記
すること、質問に回答する正しさなど、40 点です。 
 授業中には携帯を遊ばないこと、寝ないこと、私語をし
ないこと、宿題を時間通りにやることを守ってもらいます。 
 ③小テストは一回で１０点です。 
 ④期末試験は５０点です。 
試験方法 
 期末筆記試験、持込不可。 

教科書等 
教科書等 
 基礎中国語 歩歩高  隆美出版社 
 価格（本体 2,400 円＋税） 

備考 

 

 



（201532） 

科 目 名 中国語 

英文科目名 Chinese 

教 員 名 康 宏理 

単 位 数 2 授業区分 選択 

年次配当 1 開講区分 
2013 年度 

前期～後期 

授業概要 

及 び 

到達目標 

授業概要及び到達目標 
（授業の目的） 
 近年来、中国の急速な経済発展に従い、中国語を学
ぼうとする人が確実に、かつ大いに増えています。本講
義は中国語を始めて学ぶ者を対象に、基本的なコミュニ
ケーション能力の習得を目的とします。 
（授業概要） 
 中国語の発音の表記法、声調が正確に読めるように繰
り返し練習しながら、簡体字、文の構造など中国語の基
礎的なことがらを一通りマスターしてもらいます。 
（到達目標） 
 中国語のピンインのルールを覚えて、ピンインを見て簡
体字を正確に読めるように。その上、簡単な会話もこな
せて、基本的な作文能力及び読解力を高めるようにしま
す。 

授業計画 

授業計画 
前期 
第一回  中国語とは 
第二回  音節と声調、単母音、唇音と舌尖音 
第三回  複合母音、舌歯音、そり舌音 
第四回  鼻母音、舌根音、舌面音 
第五回  声調の変化、ｒ化の発音 
第六回  小テスト 第一課 ＜是＞の構文 
第七回  第一課  ＜?＞の疑問文 
第八回  第二課 ＜有＞＜在＞の用法 
第九回  第二課 量詞、疑問詞疑問文 
第十回  第三課 動詞の文 
第十一回 第三課 語気助詞＜?＞ 
第十二回 第四課 年月日、曜日の言い方 
第十三回 第四課 年齢の聞き方 
第十四回 まとめと復習 
第十五回 筆記試験 
後期 
第一回  第五課 形容詞述語文 
第二回  第五課 反復疑問文 
第三回  第六課 助動詞＜会＞＜想＞ 
第四回  第六課 選択疑問文 
第五回  第七課 前置詞＜从＞＜到＞＜?＞など 
第六回  第七課 時刻の言い方 
第七回  小テスト、挨拶、決まり文句など 
第八回  第八課 動作の完了 
第九回  第八課 程度補語＜得＞ 
第十回  第九課 比較の＜比＞ 
第十一回 第九課 ＜把＞の構文 
第十二回 第十課 過去の経験＜?＞ 
第十三回 動詞の重ね型 
第十四回 まとめと復習 
第十五回 筆記試験 

履修上の 

注意及び 

準備学習 

（予習，復習 

について） 

履修上の注意及び準備学習（予習、復習について） 
 学んだ単語や文型をきちんと復習して覚えること。新し
い内容は CD を聞いて発音と声調を予習すること。 

成績評価 

方法及び 

試験方法 

成績評価の方法と基準 
 出席回数、授業中の態度、小テスト、前期、後期の試
験により、総合評価します。 
 ①出席率は三分の二にならないと、評価できません。 
 ②授業中の態度、本文を読むことや単語や文型を暗記
すること、質問に回答する正しさなど、40 点です。 
 授業中には携帯を遊ばないこと、寝ないこと、私語をし
ないこと、宿題を時間通りにやることを守ってもらいます。 
 ③小テストは一回で１０点です。 
 ④期末試験は５０点です。 
試験方法 
 期末筆記試験、持込不可。 

教科書等 

教科書等 
 基礎中国語 歩歩高  隆美出版社 
 価格（本体 2,400 円＋税） 

備考 

 

 

 （201541） 

科 目 名 韓国語Ⅰ 

英文科目名 Korean I 

教 員 名 崔 柄珠 

単 位 数 2 授業区分 選択 

年次配当 1 開講区分 
2013 年度 

前期～後期 

授業概要 

及 び 

到達目標 

【授業概要と到達目標】                                                 
ここ数年、日本のメディアにおいて、韓国のドラマや映画
などが頻繁に取り上げられ、韓国文化ならびに韓国語に
触れる機会が多くなっている。韓国語は、日本語と同じく
ウラル・アルタイ系の言語であるため、文法、語順、助詞
など共通点が多く、日本人にとってもっとも学びやすい言
語 の 一 つ で 、 短 期 間 で の 上 達 が 可 能 で あ る 。                                       
本講義は、「話す」、「聞く」、「書く」、「読む」の四機能を
バランスよく学習し、「コミュニケーション中心の韓国語」
の習得を目指す。具体的には、ハングル文字の正確な
読み書き、さらに会話の定型文を確実に定着させること
で自己紹介や身近なテーマでの簡単な会話のやりとりを
行うよになることを目指す。その成果として、期末テストで
は、筆記テスト共に「自己紹介」と「趣味」というテーマで
発表を行う。 

授業計画 

（1） ハングルの構造                                           
（2） 母音字と発音 
（3） 子音字と発音 
（4） パッチム（終声）                                               
（5） 発音規則：連音化、ｈの弱音化  
（6） 発音規則：濃音化、鼻音化  
（7） 発音規則：激音化、口蓋音化 
（8） 発音規則：流音化、流音化 
（9） 名詞文（～です/ですか）、助詞：～は 
（10） 韓国映画鑑賞 
（11） 会話表現と練習、小テスト（5 課） 
（12） 名詞文の否定、助詞：～が、～も  
（13） 会話表現と練習                                  
（14） 小テスト（6 課）                                                
（15） 前期末テスト（筆記・会話） 
（16） これまでの復習 
（17） 用言文：～です・ます、助詞：～で（場所、手段）、
～を、～に 
（18） 用言文の否定、会話表現と練習 
（19） 指示代名詞：この、その......、小テスト（7 課） 
（20） 漢数詞：一、二、三...... 
（21） 用言文：～ですよ/ますよ、会話表現と練習 
（22） 用言文の短縮形、小テスト（8 課） 
（23） 韓国映画鑑賞 
（24） 固有数詞：一つ、二つ、三つ..... 
（25） 時刻、会話表現と練習   
（26） ～てください、小テスト（9 課） 
（27） 助詞：～に、～から、逆接：～だが 
（28） 会話表現と練習、小テスト（10 課） 
（29） 後期末テスト（会話） 
（30） 後期末テスト（筆記） 

履修上の 

注意及び 

準備学習 

（予習，復習 

について） 

【履修上の注意】                                                   
・受講態度及び授業出席率を重視する。 
・能動的な授業参加を評価する。 
・実際に会話する機会を増やすため基本的な授業用語
は韓国語を使用。  
【準備学習（予習、復習）】 
・毎回、復習・予習の部分を指示する。 
・復習・予習とも、会話文の暗記に重点を置く。 

成績評価 

方法及び 

試験方法 

【成績評価方法】                                                    
（1）出席回数と授業態度（30 点） 
（2）小テスト（20 点） 
（3）期末テスト（50 点） 
                                                             
【試験方法】 
（1）小テスト： 各課の会話文の暗記 
（2）期末会話テスト：前期「自己紹介」、後期「趣味」 
（3）期末筆記テスト：翻訳（日本語⇔韓国語）、文法事
項など 

教科書等 

【教科書】                                            
（1）崔柄珠著『おはよう韓国語』（自家版）定価（1429
円） 
（2）配布資料あり 

備考 

 

 



（201550） 

科 目 名 日本語Ⅰ 

英文科目名 Japanese I 

教 員 名 今村 みゑ子 

単 位 数 2 授業区分 選択 

年次配当 1 開講区分 
2013 年度 

前期～後期 

授業概要 

及 び 

到達目標 

【授業概要】 
 大学教育を受けるために必要な日本語能力を、話す・
書く・読む・聞く、といった各分野においてバランスよく習
得する。また、言語・文化・芸術・社会等への関心を高
め、問題発見・自己啓発・コミュニケーション・プレゼンテ
ーション等の能力を養う。 
【到達目標】 
 各単元における課題の達成と完成度を目指し、日本語
能力を高めることができる。 

授業計画 

１、ガイダンス ＊通年毎回漢字・語彙ミニテスト実施 
２、文章作成の基本（１）  
３、文章作成の基本（２） 
４、小論文の作成 自由テーマ 
５、小論文の添削、文法チェック 
６、ＶＴＲ「日本のおもちゃ文化」、プリント課題 
７、スピーチ実習 音声表現と組み立て 
８、スピーチ実習（１）「○○を紹介する」 
９、スピーチ実習（２） 
10、スピーチ実習（３） 
11、スピーチ実習（４） 
12、ＶＴＲ「星の王子さま」、プリント課題 
13、抜粋プリント『星の王子さま』を読む 
14、『星の王子さま』の感想文を書く 
15、日本語能力確認問題 
16、夏季課題の確認 ＊後期毎回一人ミニスピーチ「今
日の話」 
17、敬語の学習（１） 
18、敬語の学習（２） 
19、手紙文の作成の基本 
20、敬語を用いて手紙文を作成 
21、ＶＴＲ（ある画家について）、プリント課題 
22、ディベートの効用と方法 
23、ディベート実習（１） 
24、ディベート実習（２） 
25、新聞コラム「心に残ることば」 
26、新聞コラム「仕事について」 
27、短編小説を読む 
28、後期漢字復習テスト、日本語能力確認問題 
29、日本語能力確認問題 
30、各回の超過を見込んで予備日とする。 

履修上の 

注意及び 

準備学習 

（予習，復習 

について） 

 演習科目なので実習と課題の取り組みで日本語能力
を養成する。日常会話の能力のみで授業における成績
を評価することはできない。 
 毎回漢字・語彙テストを実施するので、前もって配付さ
れるプリントを予習してテストに備えること。 

成績評価 

方法及び 

試験方法 

 毎回実施する「漢字・語彙」のミニテストおよび後期漢
字テストは全部の合計で 20 点満点とする。毎回の授業
における実習と課題は課題の大きさにより、小さいもので
各３点～５点満点の配点、小論文・手紙文・スピーチ・感
想文等は 10～15 点満点の配点とする。合計が１００点
満点となるように配点する。 
 評価は課題の成果、および個々の日本語力に差異が
あるので、積極的な取り組みと向上がポイントとなる。 

教科書等 

プリントを配付する。 

備考 

 

 

 （201560） 

科 目 名 英会話Ａ１ 

英文科目名 English Conversation A1 

教 員 名 Alan Martinsen 

単 位 数 1 授業区分 選択 

年次配当 1 開講区分 
2013 年度 

前期 

授業概要 

及 び 

到達目標 

We will learn the basic functions of English 
Conversation, such as introduction, likes-dislikes, 
invitations, etc.  
Students will practice and create conversation topics 
using model dialogues. 
Class activities will include pair work and presentation. 

授業計画 

１．Class Introduction 
２．Likes and Dislikes 
３．Feelings and Logical Connections 
４．The Happiness of  Doing. 
５．Frequency ：How Often Do You... 
６．PLRs-The Joy of Being Interested. 
７．How Was It? 
８．Which Do You Like Better? 
９．Can I...? May I...? 
１０．I'm sorry, you can't 
１１．Invitations. 
１２．Apologies. 
１３．Tell Me What  Happened. 
１４．Hey,  Congratulations! 
１５．Exam 

履修上の 

注意及び 

準備学習 

（予習，復習 

について） 

 

成績評価 

方法及び 

試験方法 

Participation in daily activities: 50% (points earned each 
day) 
End of Term Examination: 50% (from handouts and 
lectures) 

教科書等 

Handouts given to you in class. J-E/E-J Dictionary. 

備考 

 

 



（201561） 

科 目 名 英会話Ａ１ 

英文科目名 English Conversation A1 

教 員 名 Alan Martinsen 

単 位 数 1 授業区分 選択 

年次配当 1 開講区分 
2013 年度 

前期 

授業概要 

及 び 

到達目標 

We will learn the basic functions of English 
Conversation, such as introduction, likes-dislikes, 
invitations, etc.  
Students will practice and create conversation topics 
using model dialogues. 
Class activities will include pair work and presentation. 

授業計画 

１．Class Introduction 
２．Likes and Dislikes 
３．Feelings and Logical Connections 
４．The Happiness of  Doing. 
５．Frequency ：How Often Do You... 
６．PLRs-The Joy of Being Interested. 
７．How Was It? 
８．Which Do You Like Better? 
９．Can I...? May I...? 
１０．I'm sorry, you can't 
１１．Invitations. 
１２．Apologies. 
１３．Tell Me What  Happened. 
１４．Hey,  Congratulations! 
１５．Exam 

履修上の 

注意及び 

準備学習 

（予習，復習 

について） 

 

成績評価 

方法及び 

試験方法 

Participation in daily activities: 50% (points earned each 
day) 
End of Term Examination: 50% (from handouts and 
lectures) 

教科書等 

Handouts given to you in class. J-E/E-J Dictionary. 

備考 

 

 

 （201562） 

科 目 名 英会話Ａ１ 

英文科目名 English Conversation A1 

教 員 名 Alan Martinsen 

単 位 数 1 授業区分 選択 

年次配当 1 開講区分 
2013 年度 

前期 

授業概要 

及 び 

到達目標 

We will learn the basic functions of English 
Conversation, such as introduction, likes-dislikes, 
invitations, etc.  
Students will practice and create conversation topics 
using model dialogues. 
Class activities will include pair work and presentation. 

授業計画 

１．Class Introduction 
２．Likes and Dislikes 
３．Feelings and Logical Connections 
４．The Happiness of  Doing. 
５．Frequency ：How Often Do You... 
６．PLRs-The Joy of Being Interested. 
７．How Was It? 
８．Which Do You Like Better? 
９．Can I...? May I...? 
１０．I'm sorry, you can't 
１１．Invitations. 
１２．Apologies. 
１３．Tell Me What  Happened. 
１４．Hey,  Congratulations! 
１５．Exam 

履修上の 

注意及び 

準備学習 

（予習，復習 

について） 

 

成績評価 

方法及び 

試験方法 

Participation in daily activities: 50% (points earned each 
day) 
End of Term Examination: 50% (from handouts and 
lectures) 

教科書等 

Handouts given to you in class. J-E/E-J Dictionary. 

備考 

 

 



（201563） 

科 目 名 英会話Ａ１ 

英文科目名 English Conversation A1 

教 員 名 Alan Martinsen 

単 位 数 1 授業区分 選択 

年次配当 1 開講区分 
2013 年度 

前期 

授業概要 

及 び 

到達目標 

We will learn the basic functions of English 
Conversation, such as introdiction, likes-dislikes, 
invitations, etc.  
Students will practice and create conversation topics 
using model dialogues. 
Class activities will include pair work and presentaton 

授業計画 

１．Class Introduction 
２．Likes and Dislikes 
３．Feelings and Logical connections 
４．The Happiness of  Doing. 
５．Frequency ：How Often Do You... 
６．PLRs-The Joy of Being Interested. 
７．How Was It? 
８．Which Do You Like Better? 
９．Can I...? May I...? 
１０．I'm sorry, you can't 
１１．Invitations. 
１２．Apologies. 
１３．Tell Me What  Happened. 
１４．Hey,  Congratulations! 
１５．Exam 

履修上の 

注意及び 

準備学習 

（予習，復習 

について） 

 

成績評価 

方法及び 

試験方法 

Participation in daily activities: 50% (points earned each 
day) 
End of Term Examination: 50% (from handouts and 
lectures) 

教科書等 

Handouts given to you in class. J-E/E-J Dictionary. 

備考 

 

 

 （201570） 

科 目 名 英会話Ａ２ 

英文科目名 English Conversation A2 

教 員 名 Alan Martinsen 

単 位 数 1 授業区分 選択 

年次配当 1 開講区分 
2013 年度 

後期 

授業概要 

及 び 

到達目標 

We will learn the basic functions of English 
Conversation, such as small talk excuses and Students 
will practice and create conversation topics using 
model dialogues. 

授業計画 

１．Small Talk 
２．That  Was The Worst Movies I Ever Saw.  
３．Wow! You Must Be... 
４．Making Plans. 
５．What's It Like There? 
６．I Forgot... 
７．To be annouced 
８．I Need Your Advice. 
９．Complaints. 
１０．Opinions. 
１１．That's What  Friends Are For. 
１２．To be announced 
１３．One Day On The Street 
１４．Review 
１５．Examination 

履修上の 

注意及び 

準備学習 

（予習，復習 

について） 

 

成績評価 

方法及び 

試験方法 

Participation in daily activities: 50% (points earned each 
day) 
End of Term Examination: 50% (from handouts and 
lectures) 

教科書等 

 

備考 

 

 



（201571） 

科 目 名 英会話Ａ２ 

英文科目名 English Conversation A2 

教 員 名 Alan Martinsen 

単 位 数 1 授業区分 選択 

年次配当 1 開講区分 
2013 年度 

後期 

授業概要 

及 び 

到達目標 

We will learn the basic functions of English 
Conversation, such as small talk excuses and Students 
will practice and create conversation topics using 
model dialogues. 

授業計画 

１．Small Talk 
２．That  Was The Worst Movies I Ever Saw.  
３．Wow! You Must Be... 
４．Making Plans. 
５．What's It Like There? 
６．I Forgot... 
７．To be annouced 
８．I Need Your Advice. 
９．Complaints. 
１０．Opinions. 
１１．That's What  Friends Are For. 
１２．To be announced 
１３．One Day On The Street 
１４．Review 
１５．Examination 

履修上の 

注意及び 

準備学習 

（予習，復習 

について） 

 

成績評価 

方法及び 

試験方法 

Participation in daily activities: 50% (points earned each 
day) 
End of Term Examination: 50% (from handouts and 
lectures) 

教科書等 

 

備考 

 

 

 （201572） 

科 目 名 英会話Ａ２ 

英文科目名 English Conversation A2 

教 員 名 Alan Martinsen 

単 位 数 1 授業区分 選択 

年次配当 1 開講区分 
2013 年度 

後期 

授業概要 

及 び 

到達目標 

We will learn the basic functions of English 
Conversation, such as small talk excuses and Students 
will practice and create conversation topics using 
model dialogues. 

授業計画 

１．Small Talk 
２．That  Was The Worst Movies I Ever Saw.  
３．Wow! You Must Be... 
４．Making Plans. 
５．What's It Like There? 
６．I Forgot... 
７．To be annouced 
８．I Need Your Advice. 
９．Complaints. 
１０．Opinions. 
１１．That's What  Friends Are For. 
１２．To be announced 
１３．One Day On The Street 
１４．Review 
１５．Examination 

履修上の 

注意及び 

準備学習 

（予習，復習 

について） 

 

成績評価 

方法及び 

試験方法 

Participation in daily activities: 50% (points earned each 
day) 
End of Term Examination: 50% (from handouts and 
lectures) 

教科書等 

 

備考 

 

 



（201573） 

科 目 名 英会話Ａ２ 

英文科目名 English Conversation A2 

教 員 名 Alan Martinsen 

単 位 数 1 授業区分 選択 

年次配当 1 開講区分 
2013 年度 

後期 

授業概要 

及 び 

到達目標 

We will learn the basic functions of English 
Conversation, such as small talk excuses and Students 
will practice and create conversation topics using 
model dialogues. 

授業計画 

１．Small Talk 
２．That  Was The Worst Movies I Ever Saw.  
３．Wow! You Must Be... 
４．Making Plans. 
５．What's It Like There? 
６．I Forgot... 
７．To be annouced 
８．I Need Your Advice. 
９．Complaints. 
１０．Opinions. 
１１．That's What  Friends Are For. 
１２．To be announced 
１３．One Day On The Street 
１４．Review 
１５．Examination 

履修上の 

注意及び 

準備学習 

（予習，復習 

について） 

 

成績評価 

方法及び 

試験方法 

Participation in daily activities: 50% (points earned each 
day) 
End of Term Examination: 50% (from handouts and 
lectures) 

教科書等 

 

備考 

 

 

 （201580） 

科 目 名 英語特別演習Ａ１ 

英文科目名 Advanced Study of English A1 

教 員 名 松中 義大 

単 位 数 1 授業区分 選択 

年次配当 1 開講区分 
2013 年度 

前期 

授業概要 

及 び 

到達目標 

 グローバル化が進む世界では、コミュニケーションの必
要性から英語はその手段の一つとして非常に強力である
ことは言うまでもない。このことは芸術学部の学生にとっ
てもあてはまることであり、自分の専門分野に関して視野
を広げるために英語は決して無駄になるものではない。
また、学生諸君の直近の目標である本学卒業後の進路
を決める際にも英語は重要な役割を担う。ある調査では
調査対象企業の半数以上が採用時に英語に関する資
格等を考慮すると回答している。インターネットの普及や
e コマースの台頭など、ビジネス環境においてはこれまで
以上に「グローバル化」に対する企業の意識は高まりを
見せており、実戦的能力の基準の一つとして英語は重
視されている。 
 本科目ではこうした状況に即応するために、英語関連
の資格試験（英検、TOEIC、TOEFL など）対策に重点を
置き、学生の将来設計の構築に資することを目的とし、
受講することによって特に TOEIC の出題傾向について
理解し、高校までで培った英語の能力を伸張させること
を到達目標とする。 
 

授業計画 

1. オリエンテーション 
2. TOEIC の概要（主に Listening Section について） 
3. Part 1 （写真描写問題）の演習１ 
4. Part 1 （写真描写問題）の演習２ 
5. Part 2 （応答問題）の演習１ 
6. Part 2 （応答問題）の演習２ 
7. Part 3 （会話問題）の演習１ 
8. Part 3 （会話問題）の演習２ 
9. Part 3 （会話問題）の演習３ 
10. Part 4 （説明文問題）の演習１ 
11. Part 4 （説明文問題）の演習２ 
12. Part 4 （説明文問題）の演習３ 
13. 総復習 1 
14. 総復習 2 
15. まとめと期末試験 

履修上の 

注意及び 

準備学習 

（予習，復習 

について） 

毎回単語・熟語テストを実施するので、その準備は必須
である。また、毎回問題演習による「訓練」が続くため、
学生の取り組み次第で効果の出方が違う。よって受講
者の積極的な姿勢を期待する。なお、A1 は TOEIC の
主にリスニングテストを対象とするもので、文法・読解問
題の分析と対策は A2 で取り扱うので、年間を通して
A1、 A2 の両方を受講することを強く推奨する。 

成績評価 

方法及び 

試験方法 

【成績評価方法】 
授業中に実施する問題演習・単語・熟語テストおよび期
末試験の成績を元に評価する。比率は概ね前者 30%、
後者 70%である。また、出席状況・授業への参加度など
を総合的に考慮する。 
【試験方法】 
授業期間内に期末試験を実施する。また、毎回の授業
で単語・熟語テストも実施する。 
 

教科書等 

毎回プリントを配布する。 

備考 

 

 



（201581） 

科 目 名 英語特別演習Ａ１ 

英文科目名 Advanced Study of English A1 

教 員 名 松中 義大 

単 位 数 1 授業区分 選択 

年次配当 1 開講区分 
2013 年度 

前期 

授業概要 

及 び 

到達目標 

 グローバル化が進む世界では、コミュニケーションの必
要性から英語はその手段の一つとして非常に強力である
ことは言うまでもない。このことは芸術学部の学生にとっ
てもあてはまることであり、自分の専門分野に関して視野
を広げるために英語は決して無駄になるものではない。ま
た、学生諸君の直近の目標である本学卒業後の進路を
決める際にも英語は重要な役割を担う。ある調査では調
査対象企業の半数以上が採用時に英語に関する資格
等を考慮すると回答している。インターネットの普及やeコ
マースの台頭など、ビジネス環境においてはこれまで以
上に「グローバル化」に対する企業の意識は高まりを見せ
ており、実戦的能力の基準の一つとして英語は重視され
ている。 
 本科目ではこうした状況に即応するために、英語関連
の資格試験（英検、TOEIC、TOEFL など）対策に重点を
置き、学生の将来設計の構築に資することを目的とし、
受講することによって特に TOEIC の出題傾向について
理解し、高校までで培った英語の能力を伸張させること
を到達目標とする。 
 

授業計画 

1. オリエンテーション 
2. TOEIC の概要（主に Listening Section について） 
3. Part 1 （写真描写問題）の演習１ 
4. Part 1 （写真描写問題）の演習２ 
5. Part 2 （応答問題）の演習１ 
6. Part 2 （応答問題）の演習２ 
7. Part 3 （会話問題）の演習１ 
8. Part 3 （会話問題）の演習２ 
9. Part 3 （会話問題）の演習３ 
10. Part 4 （説明文問題）の演習１ 
11. Part 4 （説明文問題）の演習２ 
12. Part 4 （説明文問題）の演習３ 
13. 総復習 1 
14. 総復習 2 
15. まとめと期末試験 

履修上の 

注意及び 

準備学習 

（予習，復習 

について） 

毎回単語・熟語テストを実施するので、その準備は必須
である。また、毎回問題演習による「訓練」が続くため、
学生の取り組み次第で効果の出方が違う。よって受講
者の積極的な姿勢を期待する。なお、A1はTOEIC の主
にリスニングテストを対象とするもので、文法・読解問題
の分析と対策は A2 で取り扱うので、年間を通して A1、 
A2 の両方を受講することを強く推奨する。 

成績評価 

方法及び 

試験方法 

【成績評価方法】 
授業中に実施する問題演習・単語・熟語テストおよび期
末試験の成績を元に評価する。比率は概ね前者 30%、
後者 70%である。また、出席状況・授業への参加度など
を総合的に考慮する。 
【試験方法】 
授業期間内に期末試験を実施する。また、毎回の授業
で単語・熟語テストも実施する。 
 

教科書等 

毎回プリントを配布する。 

備考 

 

 

 （201582） 

科 目 名 英語特別演習Ａ１ 

英文科目名 Advanced Study of English A1 

教 員 名 松中 義大 

単 位 数 1 授業区分 選択 

年次配当 1 開講区分 
2013 年度 

前期 

授業概要 

及 び 

到達目標 

 グローバル化が進む世界では、コミュニケーションの必
要性から英語はその手段の一つとして非常に強力である
ことは言うまでもない。このことは芸術学部の学生にとっ
てもあてはまることであり、自分の専門分野に関して視野
を広げるために英語は決して無駄になるものではない。
また、学生諸君の直近の目標である本学卒業後の進路
を決める際にも英語は重要な役割を担う。ある調査では
調査対象企業の半数以上が採用時に英語に関する資
格等を考慮すると回答している。インターネットの普及や
e コマースの台頭など、ビジネス環境においてはこれまで
以上に「グローバル化」に対する企業の意識は高まりを
見せており、実戦的能力の基準の一つとして英語は重
視されている。 
 本科目ではこうした状況に即応するために、英語関連
の資格試験（英検、TOEIC、TOEFL など）対策に重点を
置き、学生の将来設計の構築に資することを目的とし、
受講することによって特に TOEIC の出題傾向について
理解し、高校までで培った英語の能力を伸張させること
を到達目標とする。 
 

授業計画 

1. オリエンテーション 
2. TOEIC の概要（主に Listening Section について） 
3. Part 1 （写真描写問題）の演習１ 
4. Part 1 （写真描写問題）の演習２ 
5. Part 2 （応答問題）の演習１ 
6. Part 2 （応答問題）の演習２ 
7. Part 3 （会話問題）の演習１ 
8. Part 3 （会話問題）の演習２ 
9. Part 3 （会話問題）の演習３ 
10. Part 4 （説明文問題）の演習１ 
11. Part 4 （説明文問題）の演習２ 
12. Part 4 （説明文問題）の演習３ 
13. 総復習 1 
14. 総復習 2 
15. まとめと期末試験 

履修上の 

注意及び 

準備学習 

（予習，復習 

について） 

毎回単語・熟語テストを実施するので、その準備は必須
である。また、毎回問題演習による「訓練」が続くため、
学生の取り組み次第で効果の出方が違う。よって受講
者の積極的な姿勢を期待する。なお、A1 は TOEIC の
主にリスニングテストを対象とするもので、文法・読解問
題の分析と対策は A2 で取り扱うので、年間を通して
A1、 A2 の両方を受講することを強く推奨する。 

成績評価 

方法及び 

試験方法 

【成績評価方法】 
授業中に実施する問題演習・単語・熟語テストおよび期
末試験の成績を元に評価する。比率は概ね前者 30%、
後者 70%である。また、出席状況・授業への参加度など
を総合的に考慮する。 
【試験方法】 
授業期間内に期末試験を実施する。また、毎回の授業
で単語・熟語テストも実施する。 
 

教科書等 

毎回プリントを配布する。 

備考 

 

 



（201590） 

科 目 名 英語特別演習Ａ２ 

英文科目名 Advanced Study of English A2 

教 員 名 松中 義大 

単 位 数 1 授業区分 選択 

年次配当 1 開講区分 
2013 年度 

後期 

授業概要 

及 び 

到達目標 

 グローバル化が進む世界では、コミュニケーションの必
要性から英語はその手段の一つとして非常に強力である
ことは言うまでもない。このことは芸術学部の学生にとっ
てもあてはまることであり、自分の専門分野に関して視野
を広げるために英語は決して無駄になるものではない。ま
た、学生諸君の直近の目標である本学卒業後の進路を
決める際にも英語は重要な役割を担う。ある調査では調
査対象企業の半数以上が採用時に英語に関する資格
等を考慮すると回答している。インターネットの普及やeコ
マースの台頭など、ビジネス環境においてはこれまで以
上に「グローバル化」に対する企業の意識は高まりを見せ
ており、実戦的能力の基準の一つとして英語は重視され
ている。 
 本科目ではこうした状況に即応するために、英語関連
の資格試験（英検、TOEIC、TOEFL など）対策に重点を
置き、学生の将来設計の構築に資することを目的とし、
受講することによって特に TOEIC の出題傾向について
理解し、高校までで培った英語の能力を伸張させること
を到達目標とする。 
 

授業計画 

1. オリエンテーション 
2. TOEIC の概要（主に Reading Section について） 
3. Part 5 （短文穴埋め問題）の演習１ 
4. Part 5 （短文穴埋め問題）の演習２ 
5. Part 5 （短文穴埋め問題）の演習３ 
6. Part 5 （短文穴埋め問題）の演習４ 
7. Part 6 （長文穴埋め問題）の演習１ 
8. Part 7 （読解問題）の演習１ 
9. Part 7 （読解問題）の演習２ 
10. Part 7 （読解問題）の演習３ 
11. Part 7 （読解問題）の演習４ 
12. Part 7 （読解問題）の演習５ 
13. まとめ 1 
14. まとめ 2 
15. 期末試験 

履修上の 

注意及び 

準備学習 

（予習，復習 

について） 

毎回単語・熟語テストを実施するので、その準備は必須
である。また、毎回問題演習による「訓練」が続くため、
学生の取り組み次第で効果の出方が違う。よって受講
者の積極的な姿勢を期待する。なお、A1はTOEIC の主
にリスニングテストを対象とするもので、文法・読解問題
の分析と対策は A2 で取り扱うので、年間を通して A1、 
A2 の両方を受講することを強く推奨する。 

成績評価 

方法及び 

試験方法 

【成績評価方法】 
授業中に実施する問題演習・単語・熟語テストおよび期
末試験の成績を元に評価する。比率は概ね前者 30%、
後者 70%である。また、出席状況・授業への参加度など
を総合的に考慮する。 
【試験方法】 
授業期間内に期末試験を実施する。なお、理解度を見
るために中間試験を実施する場合がある。また、毎回の
授業で単語・熟語テストも実施する。 
 

教科書等 

最初の授業で指示する。 

備考 

 

 

 （201591） 

科 目 名 英語特別演習Ａ２ 

英文科目名 Advanced Study of English A2 

教 員 名 松中 義大 

単 位 数 1 授業区分 選択 

年次配当 1 開講区分 
2013 年度 

後期 

授業概要 

及 び 

到達目標 

 グローバル化が進む世界では、コミュニケーションの必
要性から英語はその手段の一つとして非常に強力である
ことは言うまでもない。このことは芸術学部の学生にとっ
てもあてはまることであり、自分の専門分野に関して視野
を広げるために英語は決して無駄になるものではない。
また、学生諸君の直近の目標である本学卒業後の進路
を決める際にも英語は重要な役割を担う。ある調査では
調査対象企業の半数以上が採用時に英語に関する資
格等を考慮すると回答している。インターネットの普及や
e コマースの台頭など、ビジネス環境においてはこれまで
以上に「グローバル化」に対する企業の意識は高まりを
見せており、実戦的能力の基準の一つとして英語は重
視されている。 
 本科目ではこうした状況に即応するために、英語関連
の資格試験（英検、TOEIC、TOEFL など）対策に重点を
置き、学生の将来設計の構築に資することを目的とし、
受講することによって特に TOEIC の出題傾向について
理解し、高校までで培った英語の能力を伸張させること
を到達目標とする。 
 

授業計画 

1. オリエンテーション 
2. TOEIC の概要（主に Reading Section について） 
3. Part 5 （短文穴埋め問題）の演習１ 
4. Part 5 （短文穴埋め問題）の演習２ 
5. Part 5 （短文穴埋め問題）の演習３ 
6. Part 5 （短文穴埋め問題）の演習４ 
7. Part 6 （長文穴埋め問題）の演習１ 
8. Part 7 （読解問題）の演習１ 
9. Part 7 （読解問題）の演習２ 
10. Part 7 （読解問題）の演習３ 
11. Part 7 （読解問題）の演習４ 
12. Part 7 （読解問題）の演習５ 
13. まとめ 1 
14. まとめ 2 
15. 期末試験 

履修上の 

注意及び 

準備学習 

（予習，復習 

について） 

毎回単語・熟語テストを実施するので、その準備は必須
である。また、毎回問題演習による「訓練」が続くため、
学生の取り組み次第で効果の出方が違う。よって受講
者の積極的な姿勢を期待する。なお、A1 は TOEIC の
主にリスニングテストを対象とするもので、文法・読解問
題の分析と対策は A2 で取り扱うので、年間を通して
A1、 A2 の両方を受講することを強く推奨する。 

成績評価 

方法及び 

試験方法 

【成績評価方法】 
授業中に実施する問題演習・単語・熟語テストおよび期
末試験の成績を元に評価する。比率は概ね前者 30%、
後者 70%である。また、出席状況・授業への参加度など
を総合的に考慮する。 
【試験方法】 
授業期間内に期末試験を実施する。なお、理解度を見
るために中間試験を実施する場合がある。また、毎回の
授業で単語・熟語テストも実施する。 
 

教科書等 

最初の授業で指示する。 

備考 

 

 



（201592） 

科 目 名 英語特別演習Ａ２ 

英文科目名 Advanced Study of English A2 

教 員 名 松中 義大 

単 位 数 1 授業区分 選択 

年次配当 1 開講区分 
2013 年度 

後期 

授業概要 

及 び 

到達目標 

 グローバル化が進む世界では、コミュニケーションの必
要性から英語はその手段の一つとして非常に強力である
ことは言うまでもない。このことは芸術学部の学生にとっ
てもあてはまることであり、自分の専門分野に関して視野
を広げるために英語は決して無駄になるものではない。ま
た、学生諸君の直近の目標である本学卒業後の進路を
決める際にも英語は重要な役割を担う。ある調査では調
査対象企業の半数以上が採用時に英語に関する資格
等を考慮すると回答している。インターネットの普及やeコ
マースの台頭など、ビジネス環境においてはこれまで以
上に「グローバル化」に対する企業の意識は高まりを見せ
ており、実戦的能力の基準の一つとして英語は重視され
ている。 
 本科目ではこうした状況に即応するために、英語関連
の資格試験（英検、TOEIC、TOEFL など）対策に重点を
置き、学生の将来設計の構築に資することを目的とし、
受講することによって特に TOEIC の出題傾向について
理解し、高校までで培った英語の能力を伸張させること
を到達目標とする。 
 

授業計画 

1. オリエンテーション 
2. TOEIC の概要（主に Reading Section について） 
3. Part 5 （短文穴埋め問題）の演習１ 
4. Part 5 （短文穴埋め問題）の演習２ 
5. Part 5 （短文穴埋め問題）の演習３ 
6. Part 5 （短文穴埋め問題）の演習４ 
7. Part 6 （長文穴埋め問題）の演習１ 
8. Part 7 （読解問題）の演習１ 
9. Part 7 （読解問題）の演習２ 
10. Part 7 （読解問題）の演習３ 
11. Part 7 （読解問題）の演習４ 
12. Part 7 （読解問題）の演習５ 
13. まとめ 1 
14. まとめ 2 
15. 期末試験 

履修上の 

注意及び 

準備学習 

（予習，復習 

について） 

毎回単語・熟語テストを実施するので、その準備は必須
である。また、毎回問題演習による「訓練」が続くため、
学生の取り組み次第で効果の出方が違う。よって受講
者の積極的な姿勢を期待する。なお、A1はTOEIC の主
にリスニングテストを対象とするもので、文法・読解問題
の分析と対策は A2 で取り扱うので、年間を通して A1、 
A2 の両方を受講することを強く推奨する。 

成績評価 

方法及び 

試験方法 

【成績評価方法】 
授業中に実施する問題演習・単語・熟語テストおよび期
末試験の成績を元に評価する。比率は概ね前者 30%、
後者 70%である。また、出席状況・授業への参加度など
を総合的に考慮する。 
【試験方法】 
授業期間内に期末試験を実施する。なお、理解度を見
るために中間試験を実施する場合がある。また、毎回の
授業で単語・熟語テストも実施する。 
 

教科書等 

最初の授業で指示する。 

備考 

 

 

 （201607） 

科 目 名 ライティング基礎演習 

英文科目名 Basic Writing Skill Japanese 

教 員 名 髙木 聖 

単 位 数 1 授業区分 選択 

年次配当 1 開講区分 
2013 年度 

後期 

授業概要 

及 び 

到達目標 

【授業目的】 
日本語で「書く力」をリテラシーからケイパビリティに高め
る。 
【授業概要】 
 芸術学部の学生にとって「伝える力」を育成しておけば
卒業後の選択肢を広げることになるであろう。そこで当科
目では具体的なビジネスシーンを想定しながら「書く力」
を育成するのみならず基本的なビジネスマナーを紹介す
る。 
【到達目標】 
 エムプロイアビリティ（雇用される能力）を高め卒業後の
選択肢を拡げることができる。 

授業計画 

主な内容は以下のとおりである。 
１．ガイダンス＜履修にあたって＞ 
２．文章作成の基本 
３．アウトラインの作成 
４．正確な表記 
５．わかりやすい表現  
６．レポートの作成  
７．社内文書の基本フォーマット  
８．社内文書の作成 
９．社外文書の標準フォーム 
１０．社外文書の作成 
１１．ビジネスシーンで書く 
１２．押印の基礎知識 
１３．一般常識としてのビジネスマナー 
１４．まとめにかえて 
１５．より進んだ学習のために 

履修上の 

注意及び 

準備学習 

（予習，復習 

について） 

【履修上の注意】  
 科目名から「英作文」と誤解されがちだが、日本語で書
く授業である。 
 当科目の履修希望者は初回ガイダンスに必ず出席さ
れたい。 
 なお、以下の三点を約束できない方の入場は固くお断
りする。（１）時間厳守で集合する、（２）私語を慎む、（３）
テキストを用意する。 
【準備学習】 
 予習は必要としない。授業内容と当日の学習成果確
認テストをあわせて復習すること。 
 

成績評価 

方法及び 

試験方法 

【成績評価方法】 
 所定の出席回数を満たした場合に限り、評価の対象と
なる。 
 試験は実施しない。平常点すなわち受講態度および
提出課題とによって、総合的に判定する。 
【成績評価】 
 受講状況および提出課題 １００％ 
 

教科書等 

【教科書】 
拙著 『ライティング入門』  
大学図書出版 本体１４００円＋税（生協取扱） 
 

備考 

 

 



（201616） 

科 目 名 プレゼンテーション基礎演習Ａ 

英文科目名 Basic Presentation Skill A 

教 員 名 大島 武 

単 位 数 1 授業区分 選択 

年次配当 1 開講区分 
2013 年度 

前期 

授業概要 

及 び 

到達目標 

【授業概要】 
 創作活動に携わる者にとって、自分の作品に全てを
「語らせる」ことが理想であろう。しかしながら、現実はそう
甘くはなく、自分にとって満足のいく創作活動を職業とし
て実践していくためには、他人にその良さを「言葉で」わ
からせることが必要なる。 
 本科目では、あらゆる職業に必須の「プレゼンテーショ
ン能力」の開発を目指し、理論と実践を組み合わせて教
授する。プレゼンの重要性、難しさを感じてもらうため、体
験型の楽しい授業を心掛けている。 
【到達目標】 
１．プレゼンテーションの基礎理論、考え方を説明でき
る。 
２．自分の伝えたいことを効果的に、わかりやすく他人に
伝えることができる。 
３．グループワークを通じ、自分の得意不得意を認識す
ることができる。 

授業計画 

１．ガイダンス －表現と表出－ 
２．プレゼンーション概論 
３．効果的な内容構成 
４．表現技術の工夫 
５．準備（１）課題設定とブレインライティング 
６．準備（２）企画書の作成と役割分担 
７．準備（３）ストーリー作りと環境設定 
８．準備（４）リハーサル 
９．プレゼンテーション発表会 
１０．プレゼンテーション発表会 
１１．ディスカッション演習 
１２．ネゴシエーション演習 
１３．イメージ交換ゲーム 
１４．自己表現力を高めるために 
１５．まとめ 
 

履修上の 

注意及び 

準備学習 

（予習，復習 

について） 

履修制限科目（５０人）。事前登録方法については別途
指示する。グループワークが多く、欠席がちな学生は周り
の迷惑になるのでご遠慮願いたい。通常授業の回は特
段の予習は不要だが、メイン発表前には時間外の準備
が必要になる。 

成績評価 

方法及び 

試験方法 

平常点評価（100％） 
授業への参加（20％）・個人スピーチ（10％）・グループ
プレゼンテーション（30％）・提出課題（40％）で、評価す
る。 
出席が 2/3 に満たない場合は単位認定しない。 

教科書等 

大島武著 
『プレゼンテーション入門』 1400 円 
大学図書出版 

備考 

 

 

 （201626） 

科 目 名 プレゼンテーション基礎演習 

英文科目名 Basic Presentation Skill 

教 員 名 大島 武 

単 位 数 1 授業区分 選択 

年次配当 1 開講区分 
2013 年度 

前期 

授業概要 

及 び 

到達目標 

【授業概要】 
 創作活動に携わる者にとって、自分の作品に全てを
「語らせる」ことが理想であろう。しかしながら、現実はそう
甘くはなく、自分にとって満足のいく創作活動を職業とし
て実践していくためには、他人にその良さを「言葉で」わ
からせることが必要なる。 
 本科目では、あらゆる職業に必須の「プレゼンテーショ
ン能力」の開発を目指し、理論と実践を組み合わせて教
授する。プレゼンの重要性、難しさを感じてもらうため、体
験型の楽しい授業を心掛けている。 
【到達目標】 
１．プレゼンテーションの基礎理論、考え方を説明でき
る。 
２．自分の伝えたいことを効果的に、わかりやすく他人に
伝えることができる。 
３．グループワークを通じ、自分の得意不得意を認識す
ることができる。 

授業計画 

１．ガイダンス －表現と表出－ 
２．プレゼンーション概論 
３．効果的な内容構成 
４．表現技術の工夫 
５．準備（１）課題設定とブレインライティング 
６．準備（２）企画書の作成と役割分担 
７．準備（３）ストーリー作りと環境設定 
８．準備（４）リハーサル 
９．プレゼンテーション発表会 
１０．プレゼンテーション発表会 
１１．ディスカッション演習 
１２．ネゴシエーション演習 
１３．イメージ交換ゲーム 
１４．自己表現力を高めるために 
１５．まとめ 
 

履修上の 

注意及び 

準備学習 

（予習，復習 

について） 

履修制限科目（５０人）。事前登録方法については別途
指示する。グループワークが多く、欠席がちな学生は周り
の迷惑になるのでご遠慮願いたい。通常授業の回は特
段の予習は不要だが、メイン発表前には時間外の準備
が必要になる。 

成績評価 

方法及び 

試験方法 

平常点評価（100％） 
授業への参加（20％）・個人スピーチ（10％）・グループ
プレゼンテーション（30％）・提出課題（40％）で、評価す
る。 
出席が 2/3 に満たない場合は単位認定しない。 

教科書等 

大島武著 
『プレゼンテーション入門』 1400 円 
大学図書出版 

備考 

 

 



（201716） 

科 目 名 芸術学Ａ 

英文科目名 Philosophy of Arts A 

教 員 名 小川 真人 

単 位 数 2 授業区分 必修 

年次配当 1 開講区分 
2013 年度 

後期 

授業概要 

及 び 

到達目標 

この講義では、マンガをはじめとする「メディア芸術」の新
しい表現世界にふれながら、「芸術」と「技術」の関係や
「芸術家」とは何なのかといった芸術学の基本問題を勉
強します。マンガ表現の世界を目指すさい身につけてお
きたい芸術学の基礎知識を習得することを目標としま
す。 
 

授業計画 

１．導入 
２．「メディア芸術」の世界へ 
３．現代教養としての「メディア芸術」 
４．芸術と技術 
５．芸術家 
６．メディア社会と芸術 
７．ＣＧとアート表現 
８．メディア芸術表現のフロンティア 
９．古典古代の芸術 
１０．中世からルネサンスへ 
１１．盛期ルネサンスの芸術文化 
１２．マニエリスムからバロックへ 
１３．芸術のメディア時代へ 
１４．メディア芸術の行方 
１５．本年度のまとめ 
定期試験 

履修上の 

注意及び 

準備学習 

（予習，復習 

について） 

毎回かならず出席をとります。 
成績評価にかかわりますので遅刻欠席をしないようにし
ましょう。 
予習については次回授業テーマの関連文献の読解とし
ます。 
復習については授業で配布したプリントを見直して、講義
で言及された作品表現や作家、主題内容などを自分な
りにもう一度考えることとします。 
 

成績評価 

方法及び 

試験方法 

学期末試験と平常点（出席状況等）を総合的に勘案し
て成績評価します。 
試験は７０分程度の筆記試験です。 
 

教科書等 

教科書は授業中に配布するプリントをもってかえます。 
なお参考文献は以下の通りです。 
佐々木健一『美学辞典』東大出版会 
千足伸行『西洋絵画名作１０１選』小学館 
ジャンソン『西洋美術の歴史』創元社 
 

備考 

 

 

 （201720） 

科 目 名 写真学概論 B 

英文科目名 Introduction to Photography B 

教 員 名 上田 耕一郎 

単 位 数 2 授業区分 選択 

年次配当 1 開講区分 
2013 年度 

後期 

授業概要 

及 び 

到達目標 

【授業概要】 
 現在の写真は、技術的な面においてはデジタル化の、
そして画像としての機能面においては多様化されていくメ
ディアとの関係において、強い変化の波にもまれているメ
ディアである。 
 本授業では、写真の各領域における専門の教員が、
専門分野の概要を論じ、進行していく。 
【到達目標】 
・写真の根本的な部分への理解を深めることができる 
・複雑な様相を呈する現代の写真を理解することができ
る 
・写真全般への興味・関心を広げることができる 

授業計画 

1． 授業概要 
2． 写真術の発達 
3． 撮影技術（1）カメラの仕組み・露出 
4． 撮影技術（2）測光・被写界深度 
5． デジタル写真（1）表現 
6． デジタル写真（2）システム 
7． 広告写真 
8． 写真とコミュニケーション 
9． 写真作家 
10．銀塩写真の処理技術 
11．写真制作について 
12．写真の考古学 
13．写大ギャラリーと写大ギャラリーコレクション 
14．写真の仕事（主に雑誌、出版物） 
15．ピンホール写真 

履修上の 

注意及び 

準備学習 

（予習，復習 

について） 

【履修上の注意】 
毎回、授業の中でレポート課題を出題し、各講義時間の
終了時に提出を求めるので、遅刻などがないように注意
すること。 
【予習，復習】 
授業で配布される資料やノートを読み直して理解を深め
ること。 

成績評価 

方法及び 

試験方法 

【成績評価方法】 
毎回の授業の中で出題するレポート課題の採点で総合
的に評価する。 
（レポート課題は各授業時間以外の時間には受け取らな
い。） 

教科書等 

必要に応じ、授業内で資料を配布する。 

備考 

担当教員：吉田・村山・広川・小林・吉野・酒井・圓井・
上田・勝倉・岸（特別講師） 

 



（201730） 

科 目 名 映像学概論Ｂ 

英文科目名 Introduction to Imaging Art B 

教 員 名 曽根 幸子 

単 位 数 2 授業区分 選択 

年次配当 1 開講区分 
2013 年度 

前期 

授業概要 

及 び 

到達目標 

【授業概要】 
映画の歴史をたどり、映像の性質と映画独自の物語の
在り方、および映像表現の可能性について考える。映像
による表現の問題について、音のない初期の映画からは
じめ、音が加わった１９３０年代までの映画を中心に具体
的な作品にそって検討する。 
【到達目標】 
映画史の必須事項と映画理論の基礎を学び、自分なり
の映画作品の見方、解釈を試みることができる。 

授業計画 

（１）はじめに：映像について 
（２）映画技術の誕生と発展 
（３）SF・トリック映画のはじまり 
（４）事件の語りと心理描写 
（５）映像による語りの探求 
（６）モンタージュ論について 
（７）フォトジェニー論と表現主義 
（８）アヴァンギャルド運動と映画 
（９）１９２０年代のリアリズム 
（１０）サイレント映画とトーキー映画 
（１１）１９３０年代の映画の映像と音について 
（１２）新しいリアリズムについて 
（１３）イタリアン・ネオリアリズム 
（１４）ヌーヴェルヴァーグ以後 
（１５）まとめと試験 

履修上の 

注意及び 

準備学習 

（予習，復習 

について） 

【履修上の注意】 
・初回の授業は履修についてのガイダンスを行うので、か
ならず出席すること。 
・履修者は特別な理由がないかぎり毎回出席し、個人的
にも映画鑑賞に時間がとれることが望ましい。 
・申し出のない授業中の入退室、携帯電話の使用は禁
止。 
・出席管理に不正があった場合は、単位認定の対象外
とする。 
【準備学習（予習、復習）】 
・配布されたプリントに目を通しておく。 
・日頃から、なるべく多くの映画鑑賞をする。 
・復習として、授業内容をまとめておく。 
・授業で興味を持った映画作品については、可能な限り
全編を通して鑑賞する。 

成績評価 

方法及び 

試験方法 

【成績評価対象と基準】 
・(1)課題レポート（３０％）、(2)学期末テスト（６０％）、(3)
授業態度（１０％：遅刻２回は欠席１回に換算）から総合
的に判断する。 
・出席が 2/3 に満たない場合は、単位認定はしない。 
【試験方法】 
・最終授業で試験実施。持込すべて不可。 
（１）ビデオを見て答える問題。 
（２）映画についての論述問題。 

教科書等 

【教科書】 
特定の教科書は使わず、毎回資料プリントを配布する。 
【参考書】 
授業中に紹介する。 

備考 

 

 

 （201740） 

科 目 名 デザイン学概論Ｂ 

英文科目名 Introduction to Design B 

教 員 名 福村 敏 

単 位 数 2 授業区分 選択 

年次配当 1 開講区分 
2013 年度 

後期 

授業概要 

及 び 

到達目標 

デザインへのアプローチは多様であり、デザイナーの数だ
け方法論がある。この授業はデザイン専任教員が各自
のデザイン哲学を基にデザイン論を展開するオムニバス
形式の講義である。学生は毎回の授業を通して、教員
それぞれの共通点・相違点を発見し、デザインの概念と
本質を学ぶ。 

授業計画 

講義をする専任教員は、以下の通りである。 
イラストレーション領域：谷口広樹・笠尾敦司・甲賀正
彦・関 卓 
グラフィックデザイン領域：廣村正彰・福島 治・照沼太
佳子 
映像情報デザイン領域：田邊順子・村田雅之・内山雄
介・水谷 元 
空間プロダクトデザイン領域：杉下 哲・橋本夕紀夫・永
井孝也・高梨 令 

履修上の 

注意及び 

準備学習 

（予習，復習 

について） 

特に必要ない。 

成績評価 

方法及び 

試験方法 

授業毎に論述の課題を課す。論述の提出と論述の内容
を採点し、総合的に評価する。 

教科書等 

教科書は使用しない。 

備考 

 

 



（201750） 

科 目 名 インタラクティブメデイア概論Ｂ 

英文科目名 Introduction to Interactive Media B 

教 員 名 西村 智弘 

単 位 数 2 授業区分 選択 

年次配当 1 開講区分 
2013 年度 

前期 

授業概要 

及 び 

到達目標 

 テクノロジーの発達とデジタル・メディアの普及は、新た
な表現を生みだすとともに、作品と鑑賞者との関係も変
化させている。表現がインタラクティブ（双方向的）な傾
向を強め、鑑賞者が作品に関与する度合いが大きくなっ
ている。このことは、インターネットで流通する作品に関し
て著しい。 
 講義では主に映像作品を取り上げ、今日のデジタル技
術がどのような表現を可能にしているのか、また作り手や
受け手のあり方がどのように変化しているのかといった問
題を、作品の技術やスタイルに注目しながら具体的に検
証する。 
 本講義の受講で、今日のデジタル表現に関する知識
や考え方を習得し、多様化するメディア表現についての
理解力を高めることができる。 
 

授業計画 

第１回 授業ガイダンス 
第２回 映像の合成１（アナログとデジタル） 
第３回 映像の合成２（今日の合成表現） 
第４回 主観映像（Ｐ.Ｏ.Ｖ.）の作品 
第５回 拡張するアニメーション１（実写とコマ撮り） 
第６回 拡張するアニメーション２（現実に侵入する映
像） 
第７回 モーション・グラフィックスとキネテック・タイポグ
ラフィ 
第８回 音楽と映像のシンクロ 
第９回 ダンスパフォーマンスと映像 
第 10 回 インターネットと動画（テレビからインターネット
へ） 
第 11 回 インターネットが求める表現 
第 12 回 ２次創作、Ｎ次創作の作品 
第 13 回 インタラクティブ・ミュージックビデオ 
第 14 回 プロジェクション・マッピング 
第 15 回 今日におけるアナログとデジタル 
 

履修上の 

注意及び 

準備学習 

（予習，復習 

について） 

＊履修人数制限する。 
＊コウゲイ.net の抽選機能を利用する（先着順）。 
＊許可者が定員に満たない場合、定員までコウゲイ.net
で追加を認める（先着順）。 
＊定員「インタラクティブメディア概論Ｂ（150 名）」「メディ
ア表現概論Ｂ（30 名）」。 
 

成績評価 

方法及び 

試験方法 

成績評価は出席とレポートによって決定する。評価の割
合は，出席 50％，レポート 50％とする。レポートのテーマ
は授業内容に即し，作品や表現に対する理解を問うもの
とする。 

教科書等 

なし 

備考 

 

 

 （201760） 

科 目 名 メディア表現概論 B 

英文科目名 Introduction to Media Representation B 

教 員 名 西村 智弘 

単 位 数 2 授業区分 選択 

年次配当 1 開講区分 
2013 年度 

前期 

授業概要 

及 び 

到達目標 

 テクノロジーの発達とデジタル・メディアの普及は、新た
な表現を生みだすとともに、作品と鑑賞者との関係も変
化させている。表現がインタラクティブ（双方向的）な傾
向を強め、鑑賞者が作品に関与する度合いが大きくなっ
ている。このことは、インターネットで流通する作品に関し
て著しい。 
 講義では主に映像作品を取り上げ、今日のデジタル技
術がどのような表現を可能にしているのか、また作り手や
受け手のあり方がどのように変化しているのかといった問
題を、作品の技術やスタイルに注目しながら具体的に検
証する。 
 本講義の受講で、今日のデジタル表現に関する知識
や考え方を習得し、多様化するメディア表現についての
理解力を高めることができる。 
 

授業計画 

第１回 授業ガイダンス 
第２回 映像の合成１（アナログとデジタル） 
第３回 映像の合成２（今日の合成表現） 
第４回 主観映像（Ｐ.Ｏ.Ｖ.）の作品 
第５回 拡張するアニメーション１（実写とコマ撮り） 
第６回 拡張するアニメーション２（現実に侵入する映
像） 
第７回 モーション・グラフィックスとキネテック・タイポグ
ラフィ 
第８回 音楽と映像のシンクロ 
第９回 ダンスパフォーマンスと映像 
第 10 回 インターネットと動画（テレビからインターネット
へ） 
第 11 回 インターネットが求める表現 
第 12 回 ２次創作、Ｎ次創作の作品 
第 13 回 インタラクティブ・ミュージックビデオ 
第 14 回 プロジェクション・マッピング 
第 15 回 今日におけるアナログとデジタル 
 

履修上の 

注意及び 

準備学習 

（予習，復習 

について） 

＊履修人数制限する。 
＊コウゲイ.net の抽選機能を利用する（先着順）。 
＊許可者が定員に満たない場合、定員までコウゲイ.net
で追加を認める（先着順）。 
＊定員「インタラクティブメディア概論Ｂ（150名）」「メディ
ア表現概論Ｂ（30 名）」。 
 

成績評価 

方法及び 

試験方法 

成績評価は出席とレポートによって決定する。評価の割
合は，出席50％，レポート50％とする。レポートのテーマ
は授業内容に即し，作品や表現に対する理解を問うもの
とする。 

教科書等 

なし 

備考 

 

 



（201770） 

科 目 名 アニメーション概論 B 

英文科目名 Introduction to Animation B 

教 員 名 権藤 俊司 

単 位 数 2 授業区分 選択 

年次配当 1 開講区分 
2013 年度 

前期 

授業概要 

及 び 

到達目標 

【授業の目的】 
アニメーションに関するさまざまなトピックを知ることで、い
わゆる「アニメ」に限定しない、「アニメーション」の多様性
への理解を目差す。 
【授業概要】 
アニメーションの歴史・理論・技術など、回ごとに異なる
観点から講義を行う。 
【到達目標】 
アニメーションという現象を総合的に理解し、包括的な視
点から見取り図を描くことができる。 

授業計画 

1． イントロダクション 
2． アニメーションとは何か 
3． アニメーションの原理 
4． アニメーション制作技術 (1) セルアニメーション 
5． アニメーション制作技術 (2) デジタルアニメーショ
ン 
6． アニメーション制作技術 (3) 各種技法 
7． アニメーションと他芸術 
8． サウンドとアニメーション 
9． アニメーション概史 (1) 日本 
10． アニメーション概史 (2) アメリカ 
11． アニメーション概史 (3) ヨーロッパ 
12． アニメーション映画祭 
13． 産業としてのアニメーション 
14． アニメーションの現在 
15． 総括 
 

履修上の 

注意及び 

準備学習 

（予習，復習 

について） 

毎回参考文献や参考映像を紹介するので、授業後に図
書館等を有効利用して理解を深めること。 
 

成績評価 

方法及び 

試験方法 

【成績評価方法】 
毎回、授業後にコメントペーパーを提出すること。 
コメントペーパー50 点、期末レポート 50 点として総合評
価する。 
【試験方法】 
期末レポートによる。 

教科書等 

書籍は適宜指示する。テキスト、資料を必要に応じて配
布する。 

備考 

 

 

 （201790） 

科 目 名 ゲーム概論Ｂ 

英文科目名 Introduction to Game Study B 

教 員 名 岩谷 徹 

単 位 数 2 授業区分 選択 

年次配当 1 開講区分 
2013 年度 

前期 

授業概要 

及 び 

到達目標 

ゲーム学習に要するテーマを示し、各専門科目への導
入の役割を果たすことを目的とする。 
ゲームの基本構成と技術進化との関係性、ゲーム概
史、更には社会生活でのゲームの位置づけ等について
も言及する。 
毎回の授業に示されたテーマに対し、自ら考え、ゲーム
とは何かを考察し、ゲーム・表現者・クリエイターについて
包括的に説明できる。 

授業計画 

 １．ガイダンス、授業内容の趣旨説明と運営方法 
 ２．エンターテインメントとしてのゲーム 
 ３．ゲーム概史とゲーム産業 
 ４．ゲームの基本構成と技術進化 
 ５．ゲームにおけるルールの存在 
 ６．観察、分析、考察、仮説、実行、評価の解説 
 ７．遊びと人間の欲求 
 ８．コンセプトワークとアイデア 
 ９．企画書作成 
１０．企画・デザイン・プログラムとの融合 
１１．ディレクションすること 
１２．プロデュースすること  
１３．制作：プロジェクト開発と運営 
１４．知的所有権。社会生活への拡張 
１５． まとめと小テスト 

履修上の 

注意及び 

準備学習 

（予習，復習 

について） 

【履修人数制限】 
定員７５名とする。 
履修登録方法は別途指示する。  
【履修上の注意】 
ゲーム全般に関する基礎知識の習得をテーマとするた
め、幅広い領域の科目を同時履修することをすすめる。 
【予習、復習】 
教科書に沿った内容の授業であるので教科書を読むこ
とによる予習。授業内容をよくノートにまとめ、見直すこと
による復習をすること。 

成績評価 

方法及び 

試験方法 

【成績評価対象と基準】 
（１）理解力調査小テストの実施（１５点×１回） 
（２）企画書作成（１５点×１回） 
（３）課題レポート提出（１０点×１回） 
（４）コメントペーパー提出（１０点×１回） 
（５）平常点（５０点） 
（６）出席が２／３に満たない場合は、単位認定はしな
い。 
 

教科書等 

教科書：岩谷徹「パックマンのゲーム学入門」（エンター
ブレイン社）１５００円＋税 

備考 

 

 



（201800） 

科 目 名 色彩学 

英文科目名 Color Science 

教 員 名 元呑 昭夫 

単 位 数 2 授業区分 選択 

年次配当 1 開講区分 
2013 年度 

前期 

授業概要 

及 び 

到達目標 

・芸術科目に必要な色彩を感覚的な側面から、色彩の表示と伝達をデザイ

ン計画の一環として考え各科の目的に応じた色彩処理の方法が必要であ

る。 

・色彩学の関係領域は個々について論ずることも考えられるが、ここでは、デ

ザイン分野での専門的な基礎知識としての色彩について講義する。授業

は、視覚教材の使用と、若干の作品制作を取り入れて色彩学に対する理

解を深める。 

・感覚的理解にすぐれた学生に対し別途測色学的理解を深めるための指

導も行う。また色覚者に対する配慮として別途感覚的訓練を実施し特にモ

ニタ等の色再現における認識と明確さを要求する。 

授業計画 

（１）色彩学領域についての概説と教材・参考図書および履修における注意

事項など説明する。講義概説と作品製作および試験等について説明し日

常言語としての色名の連想について慣用色名、固有色名、系統色名、

ISCC-NBS 色名呼称方法、JIS 色名方法学ぶことができる 

（２）カラーシステム 

色彩の表示すなわち色の三属性（物体色～歴史的経緯）、日本－色の標

準、海外‐Munsell,Ostwalt,Newhel,DIN,NCS など色彩表示方法概説する。 

（３）マンセル表色系  作品制作 

色を三属性表記する代表的な表示体系を学び教材による作品を製作す

る。視感覚を比率評定法およびマンセルの色相、明度、彩度の等間隔表示

を理解する。また国際的規約による CIE の RGB 表色法 CIEXYZ 表色法 

修正マンセル表色法と日本工業規格で定められている JIS Z 8721 など

の表示方法が理解できる． 

（４）オスワルド表色系、作品制作                    既存論

文を解説し※金子隆芳 色彩の心理・色彩の科学・大山正 色彩心理学 

教材によるオストワルト表色体系の作品制作を行う。完全色としての色相、

暗度、飽和度の等間隔性の理解から更に発展した NCS(Natural Colour 

System)表色体系とCIEXYZ表色法の対応 心理4原色および知覚色の処

理を理解する 

（５）P.C.C.S 表色系 配色調和理論 作品制作 

T,Hosono による系統色名呼称方法 心理四原色、色材適用のための限界

(モニタ&IT 機器等の違いについて概説) ヒュー･トーンシステムの特徴を理

解しカラー･ハーモニーが行える配色の基礎理論を理解できる． 

（６）色の見え方  *対比：補色、縁辺、動的、色陰、羅紗、面積 etc 同化:

色の 3 属性ほか、色の見えの錯視効果、、同化効果について学生個々の

印象評価について学ぶ． 

（７）色の動き  進出後退性、視認性、誘目性、可読性 etc】 

色のイメージを印象評価法（SD 法の計算）によって理解し、嗜好特性の既

製品群の事例解析、統計による作品の評価を理解することができる． 

（８）色の感じ方   暖寒感、軽重盛、硬軟感、興奮感、etc】SD 法の解析→

LAN を使って学生の評価 色の感じ方が個人差あるいは条件によってそれ

ぞれ異なることおよび一般的傾向などを知ることを行う． 

(9)色彩調和論 歴史・シュブルール、ムーン･スペンサー、オストワルト、 

NCS,P.C.C.S etc 

（１０）色彩学の基礎理論として比視感度、分光応答、色源刺激値の計算と

各表色系への変換を行い理論的体系を学ぶ。 

（１１）配色理論の中で知られているムーン・スペンサー理論、美度計算を

理解し、体系的色彩表示による配色調和論の計算と作品製作 PC 活用承

認(Excell プログラム配布) RGB→CMYK→HCB→XYZ 変換などを理解す

る． 

(１２）情報理論を応用した IT メディア機器による色彩の応用事例概説と紹

介 

（１３）色彩データベースの作成と方法を理解し、実務的に利用可能とする

方法を概説する。 

（１４）錯視による色彩の見えの評価と理論的基礎について概説する。 

（１５）筆記試験 

履修上の 

注意及び 

準備学習 

（予習，復習 

について） 

色彩感覚実技訓練材料費として約 2.300 円必要。生協
等で販売されているので各自購入すること。作品制作を
課題提出する。 

成績評価 

方法及び 

試験方法 

【成績評価方法】 
・出席率２／３以上 ９回出席 
・課題と臨時テストの合計点で評価する。90 以上→優 
80>秀 ※以上奨学制度 60>=可 60<補講 
【試験方法】筆記試験による採点と、 
・マンセル，オストワルト，NCS,PCCS の色体系添付 

教科書等 

適時プリント配布する 
副教材として授業において指示する 

備考 

 

 

 （201802） 

科 目 名 色彩学 

英文科目名 Color Science 

教 員 名 元呑 昭夫 

単 位 数 2 授業区分 選択 

年次配当 1 開講区分 
2013 年度 

前期 

授業概要 

及 び 

到達目標 

・芸術科目に必要な色彩を感覚的な側面から、色彩の表示と伝達をデザイ

ン計画の一環として考え各科の目的に応じた色彩処理の方法が必要であ

る。 

・色彩学の関係領域は個々について論ずることも考えられるが、ここでは、

デザイン分野での専門的な基礎知識としての色彩について講義する。授業

は、視覚教材の使用と、若干の作品制作を取り入れて色彩学に対する理

解を深める。 

・感覚的理解にすぐれた学生に対し別途測色学的理解を深めるための指

導も行う。また色覚者に対する配慮として別途感覚的訓練を実施し特にモ

ニタ等の色再現における認識と明確さを要求する。 

授業計画 

（１）色彩学領域についての概説と教材・参考図書および履修における注意

事項など説明する。講義概説と作品製作および試験等について説明し日

常言語としての色名の連想について慣用色名、固有色名、系統色名、

ISCC-NBS 色名呼称方法、JIS 色名方法学ぶことができる 

（２）カラーシステム 

色彩の表示すなわち色の三属性（物体色～歴史的経緯）、日本－色の標

準、海外‐Munsell,Ostwalt,Newhel,DIN,NCS など色彩表示方法概説する。 

（３）マンセル表色系  作品制作 

色を三属性表記する代表的な表示体系を学び教材による作品を製作す

る。視感覚を比率評定法およびマンセルの色相、明度、彩度の等間隔表

示を理解する。また国際的規約による CIE の RGB 表色法 CIEXYZ 表色法 

修正マンセル表色法と日本工業規格で定められている JIS Z 8721 など

の表示方法が理解できる． 

（４）オスワルド表色系、作品制作                     既存論

文を解説し※金子隆芳 色彩の心理・色彩の科学・大山正 色彩心理学 

教材によるオストワルト表色体系の作品制作を行う。完全色としての色相、

暗度、飽和度の等間隔性の理解から更に発展した NCS(Natural Colour 

System)表色体系と CIEXYZ 表色法の対応 心理 4 原色および知覚色の

処理を理解する 

（５）P.C.C.S 表色系 配色調和理論 作品制作 

T,Hosono による系統色名呼称方法 心理四原色、色材適用のための限界

(モニタ&IT 機器等の違いについて概説) ヒュー･トーンシステムの特徴を理

解しカラー･ハーモニーが行える配色の基礎理論を理解できる． 

（６）色の見え方  *対比：補色、縁辺、動的、色陰、羅紗、面積 etc 同化:

色の 3 属性ほか、色の見えの錯視効果、、同化効果について学生個々の

印象評価について学ぶ． 

（７）色の動き  進出後退性、視認性、誘目性、可読性 etc】 

色のイメージを印象評価法（SD 法の計算）によって理解し、嗜好特性の既

製品群の事例解析、統計による作品の評価を理解することができる． 

（８）色の感じ方   暖寒感、軽重盛、硬軟感、興奮感、etc】SD 法の解析

→LAN を使って学生の評価 色の感じ方が個人差あるいは条件によってそ

れぞれ異なることおよび一般的傾向などを知ることを行う． 

(9)色彩調和論 歴史・シュブルール、ムーン･スペンサー、オストワルト、 

NCS,P.C.C.S etc 

（１０）色彩学の基礎理論として比視感度、分光応答、色源刺激値の計算と

各表色系への変換を行い理論的体系を学ぶ。 

（１１）配色理論の中で知られているムーン・スペンサー理論、美度計算を

理解し、体系的色彩表示による配色調和論の計算と作品製作 PC活用承

認(Excell プログラム配布) RGB→CMYK→HCB→XYZ 変換などを理解す

る． 

(１２）情報理論を応用した IT メディア機器による色彩の応用事例概説と紹

介 

（１３）色彩データベースの作成と方法を理解し、実務的に利用可能とする

方法を概説する。 

（１４）錯視による色彩の見えの評価と理論的基礎について概説する。 

（１５）筆記試験 

履修上の 

注意及び 

準備学習 

（予習，復習 

について） 

色彩感覚実技訓練材料費として約 2.300 円必要。生協
等で販売されているので各自購入すること。作品制作を
課題提出する。 

成績評価 

方法及び 

試験方法 

【成績評価方法】 
・出席率２／３以上 ９回出席 
・課題と臨時テストの合計点で評価する。90 以上→優 
80>秀 ※以上奨学制度 60>=可 60<補講 
【試験方法】筆記試験による採点と、 
・マンセル，オストワルト，NCS,PCCS の色体系添付 

教科書等 

適時プリント配布する 
副教材として授業において指示する 

備考 

 

 



（201812） 

科 目 名 西洋美術史Ａ 

英文科目名 History of European Art A 

教 員 名 岡﨑 文夫 

単 位 数 2 授業区分 選択 

年次配当 1 開講区分 
2013 年度 

後期 

授業概要 

及 び 

到達目標 

西洋美術の先史時代から、ギリシア・ローマ等の古代美
術、そしてキリスト教信仰の発展と歩調を合わせて展開
する西洋中世の美術―ビザンティン美術、ロマネスク美
術、ゴシック美術等―を、時代や地域ごとに順次紹介し
ます。そしてルネサンス以前の１３－１４世紀のイタリア美
術をもって授業を締めくくります。 
 今日の美術の基本ジャンル、人物画、説話画、静物
画、風景画などは、すでに古代美術にみられます。また
ルネサンス以降の西洋近代美術の基本要素のいくつか
は、古代から中世にかけて築かれたといえます。 
 この授業の目標の一つは、西洋美術の歴史において
度重ねて取り上げられてきたギリシア神話や、聖書にもと
づくキリスト教説話などの基本的な知識を習得し、西洋の
絵画や彫刻に表現された主題がわかるようになることで
す。そして何よりも大きな目標は、スライドやビデオ、ＤＶＤ
で提示する作例を受講者の「眼の記憶」に残しながら、
時にゆるやかかに時に急激に変化を遂げるルネサンス以
前の西洋美術史の概略を、受講者自身が形成し、自身
の視野を広げることです。 
 

授業計画 

１、古代地中海世界の美術(クレタ美術、ミュケナイ美術) 
２、古代ギリシア美術１(ギリシア神話と陶器画) 
３、古代ギリシア美術２(彫刻、神殿) 
４、ヘレニズム美術 
５、エトルリア美術と古代ローマ美術１(絵画) 
６、古代ローマ美術２(彫刻、記念モニュメント） 
７、古代末期の美術(古代世界からキリスト教世界へ) 
８、初期キリスト美術(初期聖堂建築、建築装飾美術) 
９、ビザンティン美術１(コンスタンティノポリス、ラヴェンナ
など) 
１０、ビザンティン美術２(ギリシア十字式聖堂、イコンな
ど) 
１１、ロマネスク美術(ロマネスク聖堂と装飾彫刻、壁画な
ど） 
１２、ゴシック美術(ゴシック聖堂、ステンドグラスなど) 
１３、中世写本画の世界(ケルト写本、モサラベ写本な
ど） 
１４、ゴシック時代のイタリア美術(シエナ派、ジョットら)  
１５、全体のまとめと学力考査 
※ルネサンス以降は、「西洋美術史 B」であつかわれま
す。 
 

履修上の 

注意及び 

準備学習 

（予習，復習 

について） 

西洋の歴史や西洋の地理に関し、基本的な知識を持っ
ている方が授業内容は理解しやすいはずです。かりに世
界史の知識が乏しい場合、下記の項に示す参考図書を
備え、授業の進行に合わせ読むこと。毎回スライド映写
を行って授業を進めますので、授業メモをとるためにはハ
ンディ・ライトを用意するとよいでしょう。毎回配布するプリ
ントは、かならず眼を通すこと。 

成績評価 

方法及び 

試験方法 

３分の２以上の出席が期末試験の受験資格になります。
しかし、学期末試験の評価に出席点は加えられません。
受講時に自主的に提出してもらう小感想文は、学期末
試験の評価に反映させます。試験方法は、授業で学ん
だ基本的な知識を問う一方、受講者が西洋美術に接し
思い考えたことに関連した問いを出題します。 試験で
は、ノート類の持込は不可です。 

教科書等 

次のいずれかを用意して授業に臨むことを勧めますが必
携ではありません。 
 高階秀爾監修『カラー版西洋美術史』 (美術出版
社)1900 円(税抜) 
 千足伸行監修『新西洋美術史』(西村書店)2800 円
(税抜)  
 この他、益田・喜多崎編『岩波西洋美術用語辞典』(岩
波書店)2800 円(税抜)も参考図書とします。また西洋美
術史関連の便利なインターネット・サイトを授業では紹介
します。 

備考 

 

 

 （201820） 

科 目 名 日本・東洋美術史Ａ 

英文科目名 History of Oriental and Japanese Art A 

教 員 名 國本 学史 

単 位 数 2 授業区分 選択 

年次配当 1 開講区分 
2013 年度 

前期 

授業概要 

及 び 

到達目標 

【授業の目的】 
 現代日本で生活する我々は日本の美術・デザインと不
可分でありながら、直接それを目にする機会は少ない。
本講義は日本美術をあらためて見つめ、日本美術史が
現在の日本社会とどのように関わりを持っているのかを、
履修者の興味・関心に応じて学べる場にしたい。 
 特に古代から近世にかけて、日本は諸外国の影響を
受けつつも、独自の文化・芸術を発展させていった。この
時代の美術を概観することにより、履修者それぞれが、
日本独特の美意識や文化の深層といったものを探る端
緒としたい。 
【授業概要】 
 授業では画像を多く用いて、視覚的に分かりやすく解
説する。対象は、絵画・彫刻・工芸・建築等、幅広い領
域に渡り多くの作品を歴史の流れに沿って考察する。 
【到達目標】 
・日本美術における表現・デザインを学び、履修者が自
己の研究・芸術表現に活用できる。 
・履修者が講義外でも積極的に文化財に触れるなど、
知識・教養を高める姿勢を持てるようになる。 

授業計画 

1.日本・東洋美術とは  
2.日本美術のあけぼの  
3.祭祀と美術 
4.仏教伝来と美術  
5.国の形成と美術 
6.国家事業と美術  
7.海外交流と美術 
8.密教と美術 
9.王朝文学と美術 
10.極楽浄土と美術 
11.武家社会と美術 
12.文化の多様性と美術 
13.権勢と美術 
14.様々な担い手と美術 
15.まとめ、ディスカッション等 
 ※内容は講義の進展具合によって変更することがあ
る。また、掛け軸等、実物の美術品を「広げる・しまう」と
いった、体験的学習の機会を設ける。 
 

履修上の 

注意及び 

準備学習 

（予習，復習 

について） 

【履修上の注意】 
 出席率 6 割以上必須。その上で学期末レポートを、必
ず提出すること。 
【準備学習(予習・復習)】 
 日本・東洋美術に関わる美術作品を、美術館や寺社
等において実際に自分の目で見る機会を多く持つことが
望ましい。展覧会の案内・紹介等の情報を活用し、多く
の美術作品を見るように心掛けることで、講義前には予
備知識となり、講義後には復習として実作品を自ら分析
する機会となる。 

成績評価 

方法及び 

試験方法 

【成績評価方法】 
 全体を 100 点として、学期末レポート(55 点)と授業態
度(45 点)によって評価。授業態度の悪い学生には、退
出を命じることがあり、減点の対象となる。 
 学期末レポート以外に自発的に提出されたレポートや
作品は、加点対象となる。 
【レポート作成における注意点】 
 正式な引用ではなく、Wikipedia・Web ページ・ブログ
等、Web 上から、他者の作成した文章を引き写しただけ
の内容はレポートとして認めず、不正行為として認識する
ので注意すること。 

教科書等 

指定しないが参考書として、辻惟雄監修『増補新装 カ
ラー版 日本美術史』美術出版社 2003 年(1995 円)
等の概説書や、各社発行の日本美術全集等を挙げるの
で、図書館等で適宜参照すること。 
特に購入の必要はない。 
毎回講義内容に応じたプリントを配布する。 
 

備考 

 

 



（201830） 

科 目 名 身体表現論 

英文科目名 Physical Expression 

教 員 名 柿沼 美穂 

単 位 数 2 授業区分 選択 

年次配当 1 開講区分 
2013 年度 

後期 

授業概要 

及 び 

到達目標 

【授業概要】 
身体は「物」と「心」の二面を備え、人間の表現の原点と
なる特殊な存在である。人間はそのような身体を持って
この世界に存在し、世界を知覚し、さらに他者とのコミュ
二ケーションを試みる。このような身体と、身体による表
現を包括的に理解する方法を学び、自らの作品制作へ
つなげられるような視点を得る。 
【到達目標】 
・自らの身体を意識化することができる。 
・身体による知覚を鋭敏にし、さらに、その感覚を深めて
いくことができる。 
・身体における運動と感覚の関係の不思議さを感じ取る
ことができる。 
・身体による知覚および表現の可能性について理解する
ことができる。 
・身体の動きについて分析し、整理することができる。 
・身体の表現力を認識し、それを自らの作品制作に生か
すことができる。 

授業計画 

（1）身体とは 
（2）身体の能力に気づく 
（3）科学では解明しつくせない身体 
（4）日常的な身振りとコミニュケーション 
（5）動きの質を考える：Laban の舞踊理論について 
（6）動きを観察するということ 
（7）道具や環境が身体に与える影響について 
（8）舞踊の始原と変遷：芸術としての身体表現 
（9）現代における舞踊文化の展開 
（10）身体表現の記録について 
（11）動きの質がもつ力：Effort 理論を用いて考える 
（12）Laban の理論に基づく舞踊作品分析１：分析のポイ
ント 
（13）Laban の理論に基づく舞踊作品分析２：他作品との
比較検討 
（14）作品分析のまとめ 
（15）まとめ：さらなる身体の展望へのヒント 

履修上の 

注意及び 

準備学習 

（予習，復習 

について） 

【履修上の注意】 
場合によっては、一人ひとりに実際に動いてもらい、より
深い理解の契機とすることを考えている。ただし、動きの
上手下手は、評価には関係がない。自分自身の身体の
感覚を、できるだけ先入見なしに捉えられるようにするこ
と。 
 
【準備学習（予習・復習）】 
特になし。ただし、授業の内容は、自分の身体であらため
て知覚したり表現したりしてみると把握しやすいものなの
で、できれば授業の前後に自分で身体を動かしてみるこ
とを勧めたい。特に、レポートのうちのひとつは、自分の身
体を動かし、それを基盤として考察するような課題を考
えているので、その際には必ず自分で「動いて」考えるこ
と。  

成績評価 

方法及び 

試験方法 

【成績評価対象と基準】 
全体を１００点として評価する。 
（1）授業への参加（アンケート、リアクションペーパーの提
出など）：５０点 
（2）課題レポート（２回を予定）の提出：５０点 
（3）出席が２／３に満たない場合は、単位の認定はしな
い。 
【試験方法】 
授業のなかで課題を出し、レポートを２回提出してもらう
予定。 

教科書等 
【教科書】 
特になし。資料は毎時間配布する予定。 

備考 

 

 

 （201840） 

科 目 名 現代文化論 

英文科目名 Contemporary Culture 

教 員 名 石川 健次 

単 位 数 2 授業区分 選択 

年次配当 1 開講区分 
2013 年度 

後期 

授業概要 

及 び 

到達目標 

現代のアートは、多様化、ボーダレス化が進んでいる。一
つのジャンルに沈潜するのではなく、多様な知識、情報
のうえに、自らの居場所、方向を定めるのも有効だろう。
この授業では、美術はもちろん、演劇や美術行政など、
さまざまな創造的分野の第一線で活躍中のゲストを迎え
て、その仕事や創造の秘密を縦横に語ってもらう。多様
な知識、情報に触れることが狙いなので、原則として本
学で学べる機会の多いジャンルのなかからゲストは登場
しない。絵画や彫刻などファインアーツの分野が中心と
なるだろうが、画家や彫刻家、美術評論家をはじめ、第
一線で活躍中の能楽師や美術館長,美術評論家など、
日ごろ触れあう機会の少ないだろう多彩な顔触れとなる
予定だ。 

授業計画 

外部から第一線で活躍中のゲストを招いて開講するた
め、現在、各ゲストの都合に合わせて日程の調整中であ
る。授業概要のなかでも触れたが、画家や彫刻家、工
芸家、美術館関係者、美術評論家、能楽師などの伝統
芸能者など多彩な顔触れになる予定である。最初の授
業のなかで詳述する。 

履修上の 

注意及び 

準備学習 

（予習，復習 

について） 

第１回目の授業は、ガイダンスとして行い（ゲストは登場
しない）、登場するゲストの氏名や登場順などを説明す
る。外部からゲストを招くため、授業では失礼のないよう
に努めるのはもちろん、授業の進行を妨げるような言動
は厳に慎むこと。履修希望者が多い場合、履修制限を
する可能性がある。履修制限の有無や方法について
は、第１回目の授業（ガイダンス）の際に決定する。その
ため、履修希望者は第１回目の授業（ガイダンス）に必
ず出席すること。参加できない学生は、原則として履修
を認めないので注意すること。 

成績評価 

方法及び 

試験方法 

授業は、ゲストの話を聞くことが中心となる。その趣旨と
照らし合わせても、試験はなじまないだろう。たとえ興味
のない分野からのゲストであっても、自身の引き出しを増
やすつもりで積極的に聴講してほしい。時折（１～２回程
度）、レポートを課すほか、期末には小論文を実施する。
レポート、小論文ともに、授業に参加していれば比較的
容易に答えられる内容である。ただし、授業を聞いてい
なければ困難となるだろう。 

教科書等 

なし 

備考 

 

 



（201856） 

科 目 名 情報処理演習 

英文科目名 Information Processing 

教 員 名 小川 真理子 

単 位 数 1 授業区分 選択 

年次配当 1 開講区分 
2013 年度 

前期 

授業概要 

及 び 

到達目標 

現代社会で仕事をしていくためには、コンピュータの知
識、スキルは必須のものとなってきている。パソコンを駆
使できないと、かなりの社会的な不利益をこうむることに
なりかねない。 
本授業ではパソコンをマスターしていない人を対象に、コ
ンピュータの基本を習得し、Word、Excel、PowerPoint を
自由に使えるようにする。 
学生生活だけでなく、社会に出ても通用するパソコンスキ
ルを身につけることを到達目標とする。 

授業計画 

1．本校のコンピュータの概略、メール設定 
2．インターネットの利用、インターネット作法等 
3．Word の基本（書式設定、ページ罫線、ワードアート挿
入） 
4．Word （表、罫線、図形の使い方） 
5．Word （箇条書き、縦書き） 
6．Excel （表作成） 
7．Excel （グラフ作成） 
8．Excel （データベース） 
9．Word と Excel 応用（差し込み印刷等） 
10．課題作成 
11．PowerPoint の基礎 
12．PowerPiont （作品制作） 
13．PowerPiont （作品制作） 
14．PowerPoint （作品発表） 
15．課題作成及び提出 

履修上の 

注意及び 

準備学習 

（予習，復習 

について） 

演習授業なので遅刻、欠席をしない。 
勉強したことは、自習室パソコンを用いて自分のスキルに
なるまで習得しておくこと。 
j 授業時間内に完成まで至らなかった課題は次回までに
完成させておく。 

成績評価 

方法及び 

試験方法 

【成績評価方法】 
  出席及び授業時の課題提出 
【試験方法】 
  平常点と課題点で総合的に判断 
  平常点（出席＋毎回の提出物等） 70 点 
 課題点 30 点 
 

教科書等 

教科書は使用しない。プリントを配布し、学生用ホームペ
ージでもプリント参照できる。  
 

備考 

 

 

 （201873） 

科 目 名 メディア演習Ａ 

英文科目名 Seminar in Art and Communication Media A 

教 員 名 満 柏 

単 位 数 1 授業区分 選択 

年次配当 1 開講区分 
2013 年度 

後期 

授業概要 

及 び 

到達目標 

各自のホームページを作り、授業中に作った作品はその
ホームページへアップすることにより、あわせて web の仕
組みも理解していく。 
学生生活だけでなく、芸術系社会人としても通用する基
本的技術をマスターすることが目標である。 
 

授業計画 

1、授業説明、ホームページ作成準備 
2、ホームページの基礎 
3、ホームページ（リンク作成） 
4、photshop（画像サイズ、解像度、写真の修整） 
5、photshop（写真の合成） 
6、photshop（レイヤーマスク） 
7、illustrator（パスの扱いの基礎） 
8、illustrator（長方形ツールや楕円形ツールなど） 
9、illustrator(ロゴマーク) 
10、photshop＆iIllustrator 課題作成と提出 
11、アニメーション作成 
12、テーブル作成 
13、最終課題「My HomePage」-1 
14、最終課題「My HomePage」-2 
15、ホームページ完成・提出 

履修上の 

注意及び 

準備学習 

（予習，復習 

について） 

演習授業なので遅刻、欠席をしない。 
勉強したことは、自習室パソコンを用いて自分のスキル
になるまで習得しておくこと。 
授業時間内に完成できなかったものは、次の授業までに
完成させておく。 

成績評価 

方法及び 

試験方法 

【成績評価方法】 
出席及び授業時の課題提出 
各自の作成したホームページ 
【試験方法】 
平常点と課題点で総合的に判断 
平常点 70 点 
課題点 30 点 

教科書等 

教科書は使用しない。プリントを配布し、学生用ホームペ
ージでもプリント参照できる。 

備考 

 

 



（201893） 

科 目 名 基礎デッサン 

英文科目名 Basic Drawing Skills 

教 員 名 武藤 史よ 

単 位 数 2 授業区分 選択 

年次配当 1 開講区分 
2013 年度 

後期 

授業概要 

及 び 

到達目標 

[授業概要] 
初めてデッサンに取り組む人、多少の経験者を対象にデ
ッサンの基礎を学ぶ。対象をよく観察すること、その形状
や状況を分かりやすく表現する技術を学ぶことは、絵画
だけではなくさまざまなメディアを通してビジュアルイメー
ジを相手に伝える上で、基礎となる大切なことである。ま
た、自分のイメージや表現したいものを描けるようになる
ことは楽しいことである。この授業では身近なモチーフを
用いて、課題ごとに明解なテーマを定め学習する。   
[到達目標] 
対象をよく観て、表面には見えない構造・骨格を意識し
て描くことで、表現の基礎となる観察力や技術を養うこと
ができる。 
 

授業計画 

1.ガイダンス  デッサン用具の説明 水張りの説明 
2.水張り講習 鉛筆の削り方 ウォーミングアップ 
3.課題1 単純な立体を組み合わせた卓上のモチーフを
描く 
4.課題1 単純な立体を組み合わせた卓上のモチーフを
描く 
5.課題1 単純な立体を組み合わせた卓上のモチーフを
描く 
6.課題２ 自然物と工業製品を組み合わせた卓上のモ
チーフを描く 
7.課題２ 自然物と工業製品を組み合わせた卓上のモ
チーフを描く 
8.課題２ 自然物と工業製品を組み合わせた卓上のモ
チーフを描く 
9.課題 3 身体の一部を描く 
10.課題 3 身体の一部を描く 
11.課題 4 身体の一部と指定のモチーフを描く 
12.課題 4 身体の一部と指定のモチーフを描く 
13.課題 5 自画像を描く 
14.課題 5 自画像を描く 
15.課題 5 自画像を描く 
 

履修上の 

注意及び 

準備学習 

（予習，復習 

について） 

・初回の授業で説明するデッサンに必要な画材を各自で
準備すること。 
・B3 木製パネルに画用紙を水張りし、鉛筆で制作する。 
 

成績評価 

方法及び 

試験方法 

・成績は課題の提出と出席によって評価する。 
・全 5 課題の提出を条件とする。 
・出席が 2/3 に満たない場合は単位は認定しない。 
・試験は行わない。 
 

教科書等 

教科書なし。 課題ごとに教材となるプリントを配布する。 

備考 

 

 

 （202010） 

科 目 名 教育学 

英文科目名 Fundamentals of Education 

教 員 名 森本 倫代 

単 位 数 2 授業区分 選択 

年次配当 2 開講区分 
2013 年度 

後期 

授業概要 

及 び 

到達目標 

【授業概要】 
 人間の知的な成長には、土台として、意志や感情を育
む豊かな体験が必要であり、それらがすべて一体となっ
て人間の人格や一生を形づくっていくものであるが、現代
の知育中心の教育からは、この観点は見すごされがちで
ある。 
 授業では、教育を、このような人の生き様と結びつく深
い層からとらえ直すことを試みる。教育学における基本
的視点をとりあげながら、個人の成長過程の要となる部
分に焦点を当てて学んでいく。教育史上の重要人物や
思想、制度の変遷などにも触れる。 
【到達目標】 
 自分や他者の見方を広げつつ、人間が健やかに成長・
発展していくためどのようなはたらきかけや場が求められ
ているのかを教育的視点から掴むことができる。 

授業計画 

1.イントロダクション：教育と学び 
2.教育観（1）：ロマン主義ほか 
3.教育観（2）：「白紙」説ほか 
4.発達段階をたどる（1）：7 歳頃まで 
5.発達段階をたどる（2）：7 歳頃～思春期 
6.発達段階をたどる（3）：思春期以降 
7.感覚を通しての学び（1）：野生児の記録が伝えるもの 
8.感覚を通しての学び（2）：感覚論 
9.学びの師：事物、自然 
10.学びの師：人間 
11.学びの場（1）：教育の 3 つの領域 
12.学びの場（2）：学校の変遷 
13.「教養」の考え方 
14.“Life”とともに 
15.まとめと学力考査 

履修上の 

注意及び 

準備学習 

（予習，復習 

について） 

・年明け最初の授業は、各自準備してきたレポートに基
づきグループ内で発表する。 
・授業で扱ったテーマや視点について、授業を受けなが
ら自分なりの考え方を形成していってほしい。授業後に
内容を確かめ、さらに深めたい場合には、授業プリントに
記した参考文献を活用してほしい。 

成績評価 

方法及び 

試験方法 

・定期試験（授業最終回に論述形式の試験を実施、持
込不可）：5 割 
・レポート（1月の初回授業に提出、好きな人物を伝記的
に記述）：2 割 
・平常点（授業時の感想の提出など）：3 割 

教科書等 

授業プリントを配布する。参考書は適宜指示する。 

備考 

 

 



（202020） 

科 目 名 比較文化論 

英文科目名 Comparative Cultural Stiudies 

教 員 名 松中 義大 

単 位 数 2 授業区分 選択 

年次配当 2 開講区分 
2013 年度 

後期 

授業概要 

及 び 

到達目標 

授業概要 
 比較文化論とは大変に幅が広い学問分野です。また、
学者だけが研究してきたものでもなく、例えば旅行家、探
検家は訪れた土地の文化と自分の文化とを比較・考察
したことでしょう。あるいは、もっと近いところでは「○○家」
の文化と「△△家」の文化の違いを皆さんも学校などで
友人と話すうちに気付いたのではないでしょうか。地球上
の至る所で、人々は長い年月をかけて、その地に固有の
文化を育んできました。特に、私たち日本人は古来から
の固有の文化に加え、古くは中国からの影響、近代にな
ってからは西洋の文化の影響を強く受けて、日本の文化
を形成してきました。この科目では、比較する元となる日
本文化とは何か、という点にこだわりつつ、特に影響の強
い西洋の文化をどう受け入れたかという点を考えてみま
す。そして、単に「比較」するという視点を超えて、いかに
私たちの世界観が様々な文化の影響を受けているか（ど
の文化にも根ざさない根無し草となる危険があるか）とい
うことを論じていきます。 
到達目標 
・自分たちの拠って立つ文化的基盤をより客観的にとら
えることが出来る。 
・様々な文化を相対的に比較することで、複眼的（国際
的）視野と姿勢を身につけられる。 

授業計画 

１．ガイダンス 
～日本語にみる日本文化（他の言語との比較からわか
ること）～ 
２．日本語の「わたし」、英語の「わたし」 
３．ウチとソト 
４．日本語の好み、英語の好み 
５．コミュニケーションのあり方 
～日本の文化と西洋の文化～ 
６．庭園にみる自然観の違い 
７．視点と芸術・文化 
８．外国人から見た日本 
９．日本文化と歩んだ欧米人 
１０．西洋文化に触れた明治日本 
１１．西洋音楽との出会い（１） 
１２．西洋音楽との出会い（２） 
１３．映画・マンガ・アニメ（１） 
１４．映画・マンガ・アニメ（２） 
１５．世界の中の日本、まとめ 

履修上の 

注意及び 

準備学習 

（予習，復習 

について） 

・授業計画は進行状況により変動することがあります。 
・単に様々な文化に触れる（写真や映像で）という科目で
はなく、一歩踏み込んで文化の内面に切り込んでいくた
め、抽象的な話になることが多くなります。「ものを考え
る」ということを敬遠しがちな人には向かない科目です。 
・「客観的に日本の文化をみる」、また「西洋が日本文化
をどう見るか」という観点から、英語の文献を授業で扱う
ことがあります。「英語を見るのもイヤ」という人には履修
は推奨出来ません。 
・予習は特に必要としませんが、授業内容を元にレポート
を執筆してもらうので復習、または参考文献を元に発展
学習をすることを強く推奨します。 

成績評価 

方法及び 

試験方法 

【成績評価方法・試験方法】 
以下の２つを合わせて成績を評価します 
１．出席・小テスト（約６０％） 
授業最後に小テストを行います。また、出席管理システ
ムと授業後の小テストの両方で出席を確認します。 
２．期末レポート（約４０％） 
授業内容を元にして、レポートの作成を課します。 

教科書等 

毎回授業でプリントを配布します。 

備考 

 

 

 （202021） 

科 目 名 比較文化論 

英文科目名 Comparative Cultural Stiudies 

教 員 名 松中 義大 

単 位 数 2 授業区分 選択 

年次配当 2 開講区分 
2013 年度 

後期 

授業概要 

及 び 

到達目標 

授業概要 
 比較文化論とは大変に幅が広い学問分野です。また、
学者だけが研究してきたものでもなく、例えば旅行家、探
検家は訪れた土地の文化と自分の文化とを比較・考察
したことでしょう。あるいは、もっと近いところでは「○○
家」の文化と「△△家」の文化の違いを皆さんも学校など
で友人と話すうちに気付いたのではないでしょうか。地球
上の至る所で、人々は長い年月をかけて、その地に固有
の文化を育んできました。特に、私たち日本人は古来か
らの固有の文化に加え、古くは中国からの影響、近代に
なってからは西洋の文化の影響を強く受けて、日本の文
化を形成してきました。この科目では、比較する元となる
日本文化とは何か、という点にこだわりつつ、特に影響の
強い西洋の文化をどう受け入れたかという点を考えてみ
ます。そして、単に「比較」するという視点を超えて、いか
に私たちの世界観が様々な文化の影響を受けているか
（どの文化にも根ざさない根無し草となる危険があるか）
ということを論じていきます。 
到達目標 
・自分たちの拠って立つ文化的基盤をより客観的にとら
えることが出来る。 
・様々な文化を相対的に比較することで、複眼的（国際
的）視野と姿勢を身につけられる。 

授業計画 

１．ガイダンス 
～日本語にみる日本文化（他の言語との比較からわか
ること）～ 
２．日本語の「わたし」、英語の「わたし」 
３．ウチとソト 
４．日本語の好み、英語の好み 
５．コミュニケーションのあり方 
～日本の文化と西洋の文化～ 
６．庭園にみる自然観の違い 
７．視点と芸術・文化 
８．外国人から見た日本 
９．日本文化と歩んだ欧米人 
１０．西洋文化に触れた明治日本 
１１．西洋音楽との出会い（１） 
１２．西洋音楽との出会い（２） 
１３．映画・マンガ・アニメ（１） 
１４．映画・マンガ・アニメ（２） 
１５．世界の中の日本、まとめ 

履修上の 

注意及び 

準備学習 

（予習，復習 

について） 

・授業計画は進行状況により変動することがあります。 
・単に様々な文化に触れる（写真や映像で）という科目で
はなく、一歩踏み込んで文化の内面に切り込んでいくた
め、抽象的な話になることが多くなります。「ものを考え
る」ということを敬遠しがちな人には向かない科目です。 
・「客観的に日本の文化をみる」、また「西洋が日本文化
をどう見るか」という観点から、英語の文献を授業で扱う
ことがあります。「英語を見るのもイヤ」という人には履修
は推奨出来ません。 
・予習は特に必要としませんが、授業内容を元にレポート
を執筆してもらうので復習、または参考文献を元に発展
学習をすることを強く推奨します。 

成績評価 

方法及び 

試験方法 

【成績評価方法・試験方法】 
以下の２つを合わせて成績を評価します 
１．出席・小テスト（約６０％） 
授業最後に小テストを行います。また、出席管理システ
ムと授業後の小テストの両方で出席を確認します。 
２．期末レポート（約４０％） 
授業内容を元にして、レポートの作成を課します。 

教科書等 

毎回授業でプリントを配布します。 

備考 

 

 



（202030） 

科 目 名 環境の科学 

英文科目名 Environmental Science 

教 員 名 甲斐 雅裕 

単 位 数 2 授業区分 選択 

年次配当 2 開講区分 
2013 年度 

後期 

授業概要 

及 び 

到達目標 

授業概要 
 環境問題は身近な問題であり、それを知ることは現代
人に必要な教養です。この授業では、どのような環境問
題があるかを知り、それらの環境問題の原因と影響を理
解することを目的としています。 
到達目標 
・いろいろな環境問題と地球上の生物への影響を知り、
それらを説明できる。 
・環境問題の原因を理解することで、人間の行為の良
い・悪いを判断できる。 
・現在の地球のすがたを学んで、将来の行動指針を立て
ることができる。 

授業計画 

 １．ガイダンス 
    ／授業予定、授業内容、成績評価の説明 
 ２．環境問題とはどういうものか 
    ／環境問題の概論、人類最初の環境問題 
 ３．水と環境問題 
    ／世界の水事情、水質浄化、水ビジネス 
 ４．食料と環境問題 
    ／焼き畑農業、牧畜と森林破壊、海洋資源の保
護 
 ５．経済発展と環境問題 
    ／江戸のリサイクル社会、足尾銅山鉱毒事件 
 ６．化学工業と環境問題 
    ／水俣病など四大公害 
 ７．地球規模の環境問題１ 
    ／オゾン層の破壊、北極圏の汚染 
 ８．地球規模の環境問題２ 
    ／地球温暖化、環境難民 
 ９．エネルギーと環境問題１ 
   ／化石燃料、原子力の功罪 
１０．エネルギーと環境問題２ 
   ／太陽光発電、風力発電など新エネルギー 
１１．生物と環境問題 
   ／バイオマス、微生物の浄化作用 
１２．ゴミと環境問題 
   ／ゴミの現状、廃棄物汚染の実態 
１３．戦争と環境問題 
   ／毒ガス、枯れ葉剤、劣化ウラン弾 
１４．生活の中での環境問題 
   ／アスベスト問題、シックハウス症候群 
１５．環境にやさしい生活とは 
   ／ロハス、エコビレッジ、まとめ 

履修上の 

注意及び 

準備学習 

（予習，復習 

について） 

履修上の注意 
・特にありませんが、筆記用具は持ってきて下さい。 
・出席は、チャイム直後にとり始めます。 
準備学習（予習、復習） 
・授業前は、授業のテーマに関するテレビニュースや新
聞記事があったら、見て・読んで下さい。 
・授業後は、授業で配布されたプリントを読んで理解して
下さい。 

成績評価 

方法及び 

試験方法 

【成績評価方法】 
 成績は、レポートによる評価点４０点、出席状況も含め
た平常点４０点、授業中に出す課題の評価点２０点の１
００点満点で評価します。試験は行いません。 
【試験方法】 
 提出するレポートは１通です。決められた締切日までに
提出して下さい。試験は行いません。 

教科書等 

・教科書は、特に指定しません。 
・各テーマの授業で、参考書を紹介します。 
・授業の資料を、印刷して配布します。 

備考 

 

 

 （202040） 

科 目 名 環境の化学 

英文科目名 Environmental Chemistry 

教 員 名 甲斐 雅裕 

単 位 数 2 授業区分 選択 

年次配当 2 開講区分 
2013 年度 

後期 

授業概要 

及 び 

到達目標 

授業概要 
 環境問題は身近な問題であり、それを知ることは現代
人に必要な教養です。この授業では、どのような環境問
題があるかを知り、それらの環境問題の原因と影響を理
解することを目的としています。 
到達目標 
・いろいろな環境問題と地球上の生物への影響を知り、
それらを説明できる。 
・環境問題の原因を理解することで、人間の行為の良
い・悪いを判断できる。 
・現在の地球のすがたを学んで、将来の行動指針を立
てることができる。 

授業計画 

 １．ガイダンス 
    ／授業予定、授業内容、成績評価の説明 
 ２．環境問題とはどういうものか 
    ／環境問題の概論、人類最初の環境問題 
 ３．水と環境問題 
    ／世界の水事情、水質浄化、水ビジネス 
 ４．食料と環境問題 
    ／焼き畑農業、牧畜と森林破壊、海洋資源の保
護 
 ５．経済発展と環境問題 
    ／江戸のリサイクル社会、足尾銅山鉱毒事件 
 ６．化学工業と環境問題 
    ／水俣病など四大公害 
 ７．地球規模の環境問題１ 
    ／オゾン層の破壊、北極圏の汚染 
 ８．地球規模の環境問題２ 
    ／地球温暖化、環境難民 
 ９．エネルギーと環境問題１ 
   ／化石燃料、原子力の功罪 
１０．エネルギーと環境問題２ 
   ／太陽光発電、風力発電など新エネルギー 
１１．生物と環境問題 
   ／バイオマス、微生物の浄化作用 
１２．ゴミと環境問題 
   ／ゴミの現状、廃棄物汚染の実態 
１３．戦争と環境問題 
   ／毒ガス、枯れ葉剤、劣化ウラン弾 
１４．生活の中での環境問題 
   ／アスベスト問題、シックハウス症候群 
１５．環境にやさしい生活とは 
   ／ロハス、エコビレッジ、まとめ 

履修上の 

注意及び 

準備学習 

（予習，復習 

について） 

履修上の注意 
・特にありませんが、筆記用具は持ってきて下さい。 
・出席は、チャイム直後にとり始めます。 
準備学習（予習、復習） 
・授業前は、授業のテーマに関するテレビニュースや新
聞記事があったら、見て・読んで下さい。 
・授業後は、授業で配布されたプリントを読んで理解して
下さい。 

成績評価 

方法及び 

試験方法 

【成績評価方法】 
 成績は、レポートによる評価点４０点、出席状況も含め
た平常点４０点、授業中に出す課題の評価点２０点の１
００点満点で評価します。試験は行いません。 
【試験方法】 
 提出するレポートは１通です。決められた締切日までに
提出して下さい。試験は行いません。 

教科書等 

・教科書は、特に指定しません。 
・各テーマの授業で、参考書を紹介します。 
・授業の資料を、印刷して配布します。 

備考 

 

 



（202050） 

科 目 名 形の科学 

英文科目名 Science of Form 

教 員 名 牟田 淳 

単 位 数 2 授業区分 選択 

年次配当 2 開講区分 
2013 年度 

後期 

授業概要 

及 び 

到達目標 

アーティストには表現力や感性が必要である。しかし、美
しい「雪の結晶」には感性も表現力もない。何故、感性も
表現力もない自然が美しい形を作り出すことができるの
だろうか？ 
実のところ、自然の美の法則の中には数学が潜んでいる
事が多い。一番有名なものは黄金比であろう。他にもシ
ンメトリーとか、美しいものの中には何らかの数学が秘めら
れていることが多い。 
人類はこれら美の法則に潜む数学を芸術作品の中に埋
め込んできた。美しいスペインのアルハンブラ宮殿やピラ
ミッドの形、パルテノン神殿など。ダヴィンチも黄金比など
を使って芸術作品を作ってきた。 
この授業では、芸術の世界で現れる様々な数学を紹介
していく。美しい形の中にどんな数学が隠れているか、探
してみよう。これらの授業は全て文科生向けに作られて
おり、ほとんど数式はないので、安心して受講してほしい。 
  
授業内容はこの授業をもとに作られた本、「デザインのた
めの数学」 牟田淳著 オーム社 からより詳しく知ること
ができる（図書館にあり）。 
 

授業計画 

 
第０部 序章 
 1. ガイダンス  
 2. デザインは自然が一番美しい 
第 1 部 黄金比と比率 
 3. 美しいバランスの黄金比 
 4. らせんとデザイン 
 5. 規則性のデザイン 
 6. 白銀比とキャラクター--ドラえもんなどの人気キャラ
クターに隠されたひみつとは？-- 
 7. 美術品と比率 
 8. 比率と加工--カワイイ雰囲気は作れる？-- 
第 2 部 色々な数学と形 
 9. エッシャー風連続模様を作ろう！ 
 10. かたちと設計 
第 3 部 シンメトリー 
 11. シンメトリーのデザイン--雪の結晶や桜の花が美し
いわけ-- 
 12. パターンの見つけ方 
 13. 動きのデザイン 
 14. 繰り返し模様のデザイン 
 15. まとめ 

履修上の 

注意及び 

準備学習 

（予習，復習 

について） 

授業の前に教科書のとびらの文章を読んでおいてくださ
い。 

成績評価 

方法及び 

試験方法 

【成績評価方法】 
欠席回数が授業回数の 1/3 を超えない事を前提として
以下の配分で成績をつけます。 
１. レポート：70 点 
２. 出席管理システムに出席登録したうえで授業中課
題：30 点 
【試験方法】 
試験はなし 

教科書等 

教科書：『デザインのための数学』、牟田淳著、オーム社 
（この授業をもとに作られた本） 2310 円 

備考 

参考書 アートを生みだす七つの数学（牟田淳著、オー
ム社）(2013) 

 

 （202051） 

科 目 名 形の科学 

英文科目名 Science of Form 

教 員 名 牟田 淳 

単 位 数 2 授業区分 選択 

年次配当 2 開講区分 
2013 年度 

後期 

授業概要 

及 び 

到達目標 

アーティストには表現力や感性が必要である。しかし、美
しい「雪の結晶」には感性も表現力もない。何故、感性も
表現力もない自然が美しい形を作り出すことができるの
だろうか？ 
実のところ、自然の美の法則の中には数学が潜んでいる
事が多い。一番有名なものは黄金比であろう。他にもシ
ンメトリーとか、美しいものの中には何らかの数学が秘め
られていることが多い。 
人類はこれら美の法則に潜む数学を芸術作品の中に埋
め込んできた。美しいスペインのアルハンブラ宮殿やピラ
ミッドの形、パルテノン神殿など。ダヴィンチも黄金比など
を使って芸術作品を作ってきた。 
この授業では、芸術の世界で現れる様々な数学を紹介
していく。美しい形の中にどんな数学が隠れているか、探
してみよう。これらの授業は全て文科生向けに作られて
おり、ほとんど数式はないので、安心して受講してほし
い。 
  
授業内容はこの授業をもとに作られた本、「デザインのた
めの数学」 牟田淳著 オーム社 からより詳しく知ること
ができる（図書館にあり）。 
 

授業計画 

 
第０部 序章 
 1. ガイダンス  
 2. デザインは自然が一番美しい 
第 1 部 黄金比と比率 
 3. 美しいバランスの黄金比 
 4. らせんとデザイン 
 5. 規則性のデザイン 
 6. 白銀比とキャラクター--ドラえもんなどの人気キャ
ラクターに隠されたひみつとは？-- 
 7. 美術品と比率 
 8. 比率と加工--カワイイ雰囲気は作れる？-- 
第 2 部 色々な数学と形 
 9. エッシャー風連続模様を作ろう！ 
 10. かたちと設計 
第 3 部 シンメトリー 
 11. シンメトリーのデザイン--雪の結晶や桜の花が美し
いわけ-- 
 12. パターンの見つけ方 
 13. 動きのデザイン 
 14. 繰り返し模様のデザイン 
 15. まとめ 

履修上の 

注意及び 

準備学習 

（予習，復習 

について） 

授業の前に教科書のとびらの文章を読んでおいてくださ
い。 

成績評価 

方法及び 

試験方法 

【成績評価方法】 
欠席回数が授業回数の 1/3 を超えない事を前提として
以下の配分で成績をつけます。 
１. レポート：70 点 
２. 出席管理システムに出席登録したうえで授業中課
題：30 点 
【試験方法】 
試験はなし 

教科書等 
教科書：『デザインのための数学』、牟田淳著、オーム社 
（この授業をもとに作られた本） 2310 円 

備考 

参考書 アートを生みだす七つの数学（牟田淳著、オー
ム社）(2013) 

 



（202052） 

科 目 名 形の科学 

英文科目名 Science of Form 

教 員 名 牟田 淳 

単 位 数 2 授業区分 選択 

年次配当 2 開講区分 
2013 年度 

後期 

授業概要 

及 び 

到達目標 

アーティストには表現力や感性が必要である。しかし、美
しい「雪の結晶」には感性も表現力もない。何故、感性も
表現力もない自然が美しい形を作り出すことができるの
だろうか？ 
実のところ、自然の美の法則の中には数学が潜んでいる
事が多い。一番有名なものは黄金比であろう。他にもシ
ンメトリーとか、美しいものの中には何らかの数学が秘めら
れていることが多い。 
人類はこれら美の法則に潜む数学を芸術作品の中に埋
め込んできた。美しいスペインのアルハンブラ宮殿やピラ
ミッドの形、パルテノン神殿など。ダヴィンチも黄金比など
を使って芸術作品を作ってきた。 
この授業では、芸術の世界で現れる様々な数学を紹介
していく。美しい形の中にどんな数学が隠れているか、探
してみよう。これらの授業は全て文科生向けに作られて
おり、ほとんど数式はないので、安心して受講してほしい。 
  
授業内容はこの授業をもとに作られた本、「デザインのた
めの数学」 牟田淳著 オーム社 からより詳しく知ること
ができる（図書館にあり）。 
 

授業計画 

 
第０部 序章 
 1. ガイダンス  
 2. デザインは自然が一番美しい 
第 1 部 黄金比と比率 
 3. 美しいバランスの黄金比 
 4. らせんとデザイン 
 5. 規則性のデザイン 
 6. 白銀比とキャラクター--ドラえもんなどの人気キャラ
クターに隠されたひみつとは？-- 
 7. 美術品と比率 
 8. 比率と加工--カワイイ雰囲気は作れる？-- 
第 2 部 色々な数学と形 
 9. エッシャー風連続模様を作ろう！ 
 10. かたちと設計 
第 3 部 シンメトリー 
 11. シンメトリーのデザイン--雪の結晶や桜の花が美し
いわけ-- 
 12. パターンの見つけ方 
 13. 動きのデザイン 
 14. 繰り返し模様のデザイン 
 15. まとめ 

履修上の 

注意及び 

準備学習 

（予習，復習 

について） 

授業の前に教科書のとびらの文章を読んでおいてくださ
い。 

成績評価 

方法及び 

試験方法 

【成績評価方法】 
欠席回数が授業回数の 1/3 を超えない事を前提として
以下の配分で成績をつけます。 
１. レポート：70 点 
２. 出席管理システムに出席登録したうえで授業中課
題：30 点 
【試験方法】 
試験はなし 

教科書等 

教科書：『デザインのための数学』、牟田淳著、オーム社 
（この授業をもとに作られた本） 2310 円 

備考 

参考書 アートを生みだす七つの数学（牟田淳著、オー
ム社）(2013) 

 

 （202060） 

科 目 名 文章技法 

英文科目名 Japanese Composition and Rhetoric 

教 員 名 加藤 宗哉 

単 位 数 2 授業区分 選択 

年次配当 2 開講区分 
2013 年度 

前期 

授業概要 

及 び 

到達目標 

【授業概要】 
文章は才能ではなく技術で書く。そのために必要な具体
的テクニックを伝えたい。 
【到達目標】 
・プロの文章とアマチュアの文章を区別できる。 
・文章の抑制について理解できる。 
・何を書かないか、に気づくことができる。 
・漢語・和語・外来語を使いこなすことができる。 
・オノマトぺ（擬音語）・常套語・記号の危険性を意識でき
る。 
 

授業計画 

【授業計画】 
1.文章表現に関するプロの約束事。 
2.文章表現の重大事項、3 つ。 
3.書くことと体験。そのための読書法。 
4.小学校国語教科書の問題点。 
5.よい文章と悪い文章（新聞・絵本の文章から）。 
6.「文章読本」から。谷崎潤一郎の場合。 
7.「文章読本」から。三島由紀夫の場合。 
8.「文章読本」から。井上ひさしの場合。 
9.実作「60 字作文」。 
10.「60 字作文」解説と批評。 
11.手紙を書く――ある東大入試問題から。 
12.感性と想像力を豊かにするために。 
13.実作「60 字作文」。 
14.「60 字作文」解説と批評。 
15.課題レポートを書く。 
 

履修上の 

注意及び 

準備学習 

（予習，復習 

について） 

【履修上の注意】 
書きたいと望む学生、あるいは書くことに興味を持つ学
生の履修が望ましい。 
【予習・復習について】 
予習は特に必要ない。自分の書いた文章を見直すこと
が肝要。 
 

成績評価 

方法及び 

試験方法 

【成績評価方法および試験方法】 
課題のレポート（1200 字程度の作文）が評価の絶対条
件。 
それに 2 回の 60 字作文と、手紙の実作での評価を加え
る。 
試験は行なわない。 
 

教科書等 

【教科書等】 
教科書はなし。ただし文芸雑誌「三田文学」（2013 年・
春季号）価格 950 円（税込）が課題レポートに必要とな
る。そのほかコピー配布あり。 
 

備考 

 

 



（202070） 

科 目 名 ジェンダーとアート 

英文科目名 Gender and Art 

教 員 名 鈴木 万里 

単 位 数 2 授業区分 選択 

年次配当 2 開講区分 
2013 年度 

後期 

授業概要 

及 び 

到達目標 

 1970 年代以降の女性学やジェンダー論の興隆によっ
て、これまで欧米・白人男性中心に構築されてきた学問
分野に対する活発な見直しが行われてきました。既成概
念にとらわれずに別の視点からものごとを見ることは、新
しい発想を得るためにも有効な方法です。そこで、この講
義では、「ジェンダー」という視点から歴史やフィクション、
アートを検証して、社会における女性／男性のよりよい関
係を考察し、実践につなげることをめざします。ジェンダ
ー論にあまり関心のない学生でも、ものごとを別の視点か
ら見る訓練になりますから、新しい発想で考えることがで
きるようになります。また、作品制作にも役立ちます。 
  
 

授業計画 

１．序―「ジェンダー・スタディーズ」とは何か 
２．神話にみられるジェンダー観（西洋） 
３．神話にみられるジェンダー観（日本） 
４．おとぎ話にみられるジェンダー観（赤頭巾―中世の原
話からグリムまで―） 
５．おとぎ話にみられるジェンダー観（眠り姫―１６世紀か
らディズニーまで―） 
６．近代市民社会のジェンダー構造（１） 
７．近代市民社会のジェンダー構造（２） 
８．女らしさの神話・男らしさの神話、服装の変遷 
９．日本のジェンダー観の変遷（１） 歴史について 
10．日本のジェンダー観の変遷（２） 文学と美術につい
て 
11．メディアとジェンダー（１） 新聞、雑誌、TV 
12．メディアとジェンダー（２） 広告、絵本、アニメほか 
13．アートとジェンダー（１） ジェンダー美術史 
14．アートとジェンダー（２） 17 世紀オランダ風俗画から
読み解く新しいジェンダー観 
15．結―「ジェンダー的発想をどのように生かすか」 
 

履修上の 

注意及び 

準備学習 

（予習，復習 

について） 

遅刻は３０分以内とします。それ以降は欠席扱いとなりま
す。 
講義のあと、テキストの参考文献表を参照して関連する
書籍を読むなどして復習して、自分なりに考え、主体的
に学ぶ姿勢が必要です。 

成績評価 

方法及び 

試験方法 

【成績評価方法】 
定期試験により評価します。欠席が６回を超えた場合に
は受験資格がないものとします。受験資格のない学生の
リストは１４回目の講義終了後に掲示します。 
また、授業中に講義内容に関連する問題についてミニ・
レポートを課し、それを評価および出欠席に勘案すること
があります。 
【試験方法】 
あらかじめ与えられたいくつかのテーマについて、字数制
限内で記述するレポート形式。持ち込み不可。 

教科書等 

末尾に参考文献表をつけたプリント集を配布する予定。 

備考 

 

 

 （202071） 

科 目 名 ジェンダーとアート 

英文科目名 Gender and Art 

教 員 名 鈴木 万里 

単 位 数 2 授業区分 選択 

年次配当 2 開講区分 
2013 年度 

前期 

授業概要 

及 び 

到達目標 

 1970 年代以降の女性学やジェンダー論の興隆によっ
て、これまで欧米・白人男性中心に構築されてきた学問
分野に対する活発な見直しが行われてきました。既成
概念にとらわれずに別の視点からものごとを見ることは、
新しい発想を得るためにも有効な方法です。そこで、この
講義では、「ジェンダー」という視点から歴史やフィクショ
ン、アートを検証して、社会における女性／男性のよりよ
い関係を考察し、実践につなげることをめざします。ジェ
ンダー論にあまり関心のない学生でも、ものごとを別の視
点から見る訓練になりますから、新しい発想で考えること
ができるようになります。また、作品制作にも役立ちま
す。 
  
 

授業計画 

１．序―「ジェンダー・スタディーズ」とは何か 
２．神話にみられるジェンダー観（西洋） 
３．神話にみられるジェンダー観（日本） 
４．おとぎ話にみられるジェンダー観（赤頭巾―中世の原
話からグリムまで―） 
５．おとぎ話にみられるジェンダー観（眠り姫―１６世紀か
らディズニーまで―） 
６．近代市民社会のジェンダー構造（１） 
７．近代市民社会のジェンダー構造（２） 
８．女らしさの神話・男らしさの神話、服装の変遷 
９．日本のジェンダー観の変遷（１） 歴史について 
10．日本のジェンダー観の変遷（２） 文学と美術につい
て 
11．メディアとジェンダー（１） 新聞、雑誌、TV 
12．メディアとジェンダー（２） 広告、絵本、アニメほか 
13．アートとジェンダー（１） ジェンダー美術史 
14．アートとジェンダー（２） 17世紀オランダ風俗画から
読み解く新しいジェンダー観 
15．結―「ジェンダー的発想をどのように生かすか」 
 

履修上の 

注意及び 

準備学習 

（予習，復習 

について） 

遅刻は３０分以内とします。それ以降は欠席扱いとなりま
す。 
講義のあと、テキストの参考文献表を参照して関連する
書籍を読むなどして復習して、自分なりに考え、主体的
に学ぶ姿勢が必要です。 

成績評価 

方法及び 

試験方法 

【成績評価方法】 
定期試験により評価します。欠席が６回を超えた場合に
は受験資格がないものとします。受験資格のない学生の
リストは１４回目の講義終了後に掲示します。 
また、授業中に講義内容に関連する問題についてミニ・
レポートを課し、それを評価および出欠席に勘案すること
があります。 
【試験方法】 
あらかじめ与えられたいくつかのテーマについて、字数制
限内で記述するレポート形式。持ち込み不可。 

教科書等 

末尾に参考文献表をつけたプリント集を配布する予定。 

備考 

 

 



（202080） 

科 目 名 企業論 

英文科目名 Business System 

教 員 名 仁平 京子 

単 位 数 2 授業区分 選択 

年次配当 2 開講区分 
2013 年度 

前期 

授業概要 

及 び 

到達目標 

 本講義では、私企業を中心テーマに授業を行います
が、公企業と私企業の分類および相違点について学び
ます。そして、私企業の本質を利益を生み出す事業体と
して理解し、このような企業維持の視点から考えていきま
す。 
 まず、企業を取り巻く利害関係者グループ、主に株主と
経営者の関係を考察することを通じて、巨大化した現代
の企業の実態を明らかにしていきます。株式会社のしく
みや資本市場との関係、資本調達方法、組織の機能や
構造について、伝統的な企業論の内容を中心に講義を
行っていきます。このように、本講義では、企業論の講義
を通じて、企業の果たしている社会制度的な働きや役割
などを理解することを目標としています。 
 また、後期では、前期の講義の流れを受けて、企業が
現実に直面している企業集団・系列（M&A）、企業の国
際化、CSR（企業の社会的責任）、コンプライアンス経
営、ベンチャー・ビジネスなど今日的な問題について考え
ていきます。 
 

授業計画 

(1)授業のガイダンス 
(2)企業論とは  
(3)大企業の実態  
(4)世界と日本の大企業  
(5)企業経営の多角化と国際化  
(6)公企業の民営化① 
(7)公企業の民営化② 
(8)株式会社の機能と構造  
(9)株式会社の歴史  
(10)大企業の性格と機能  
(11)大企業の支配構造  
(12)企業と官僚制  
(13)日本型企業システム  
(14)企業統治（コーポレートガバナンス）論  
(15)学期末試験 
（注）各回の授業内容は、授業の進行状況に応じて、変
更する可能性があります。 

履修上の 

注意及び 

準備学習 

（予習，復習 

について） 

 履修者一人ひとりが、近い将来、就職活動に向けて
「働くこと」や「職業」について考える場合、企業の理解と
分析が必要不可欠な作業であるため、新聞やテレビのニ
ュース、雑誌、インターネットなどの企業に関する記事に
興味や関心を持っていただきたい。 

成績評価 

方法及び 

試験方法 

【成績評価方法】 
 成績は、1.筆記試験（60％）、2.課題レポート（30％）を
中心に、3.出席点（全授業回数の 3 分の 2 以上の平常
点。遅刻は、3 回で 1 回分の欠席としてカウントしま
す。）、4.受講態度（授業中の携帯電話、カメラ、ゲーム
機の使用、私語、食事の禁止）をもとに総合的に評価し
ます。著しく受講態度が悪い場合には、その場で評価を
減点します。 
【試験方法】 
 (１)筆記試験では、記述式・論述式の問題を出題しま
す。筆記試験では、「手書きのノート」のみ持ち込み許可
とします。 
 （2）課題レポートは、履修者の興味・関心をもとに記述
する課題レポートを実施します。課題レポートの作成方法
は、経営に関する教科書や学術論文を中心に、新聞記
事、雑誌記事、インターネット記事なども「引用」しなが
ら、履修者一人ひとりの「自分の考え」をまとめるもので
す。 
 なお、ウイキペディアの引用や参考文献の無いレポー
ト、他の履修者と同一内容および同一文章のレポート
は、採点対象とならないため、注意してください。 

教科書等 

【参考図書】 
・三戸浩・池内秀己・勝部伸夫著『企業論』、有斐閣ア
ルマ、2006 年。 
なお、参考になる新聞記事や雑誌記事などのプリントを
配布する。 

備考 

 

 

 （202081） 

科 目 名 企業論 

英文科目名 Business System 

教 員 名 仁平 京子 

単 位 数 2 授業区分 選択 

年次配当 2 開講区分 
2013 年度 

後期 

授業概要 

及 び 

到達目標 

 本講義では、私企業を中心テーマに授業を行います
が、公企業と私企業の分類および相違点について学び
ます。そして、私企業の本質を利益を生み出す事業体と
して理解し、このような企業維持の視点から考えていき
ます。 
 まず、企業を取り巻く利害関係者グループ、主に株主
と経営者の関係を考察することを通じて、巨大化した現
代の企業の実態を明らかにしていきます。株式会社のし
くみや資本市場との関係、資本調達方法、組織の機能
や構造について、伝統的な企業論の内容を中心に講義
を行っていきます。このように、本講義では、企業論の講
義を通じて、企業の果たしている社会制度的な働きや役
割などを理解することを目標としています。 
 また、後期では、前期の講義の流れを受けて、企業が
現実に直面している企業集団・系列（M&A）、企業の国
際化、CSR（企業の社会的責任）、コンプライアンス経
営、ベンチャー・ビジネスなど今日的な問題について考
えていきます。 
 

授業計画 

(1)授業のガイダンス 
(2)企業経営とコスト概念 
(3)企業と利害関係者グループ（ステークホルダー） 
(4)企業集団と企業系列 
(5)M&A（合併と買収）① 
(6)M&A（合併と買収）② 
(7)企業経営の国際化① 
(8)企業経営の国際化② 
(9)CSR（企業の社会的責任）経営① 
(10)CSR（企業の社会的責任）経営② 
(11)コンプライアンス経営 
(12)ベンチャー・ビジネス（ベンチャー企業、ベンチャー・
キャピタル） 
(13)企業経営と地球環境問題 
(14)企業経営とトヨタ生産方式 
(15)学期末試験 
（注）各回の授業内容は、授業の進行状況に応じて、変
更する可能性があります。 

履修上の 

注意及び 

準備学習 

（予習，復習 

について） 

 履修者一人ひとりが、近い将来、就職活動に向けて
「働くこと」や「職業」について考える場合、企業の理解と
分析が必要不可欠な作業であるため、新聞やテレビの
ニュース、雑誌、インターネットなどの企業に関する記事
に興味や関心を持っていただきたい。 

成績評価 

方法及び 

試験方法 

【成績評価方法】 
 成績は、1.筆記試験（60％）、2.課題レポート（30％）を
中心に、3.出席点（全授業回数の 3 分の 2 以上の平常
点。遅刻は、3 回で 1 回分の欠席としてカウントしま
す。）、4.受講態度（授業中の携帯電話、カメラ、ゲーム
機の使用、私語、食事の禁止）をもとに総合的に評価し
ます。著しく受講態度が悪い場合には、その場で評価を
減点します。 
【試験方法】 
 (１)筆記試験では、記述式・論述式の問題を出題しま
す。筆記試験では、「手書きのノート」のみ持ち込み許可
とします。 
 （2）課題レポートは、履修者の興味・関心をもとに記述
する課題レポートを実施します。課題レポートの作成方
法は、経営に関する教科書や学術論文を中心に、新聞
記事、雑誌記事、インターネット記事なども「引用」しなが
ら、履修者一人ひとりの「自分の考え」をまとめるもので
す。 
 なお、ウイキペディアの引用や参考文献の無いレポー
ト、他の履修者と同一内容および同一文章のレポート
は、採点対象とならないため、注意してください。 

教科書等 

【参考図書】 
・三戸浩・池内秀己・勝部伸夫著『企業論』、有斐閣ア
ルマ、2006 年。 
なお、参考になる新聞記事や雑誌記事などのプリントを
配布する。 

備考 

 

 



（202090） 

科 目 名 情報倫理 

英文科目名 Information Ethics 

教 員 名 大島 武 

単 位 数 2 授業区分 選択 

年次配当 2 開講区分 
2013 年度 

後期 

授業概要 

及 び 

到達目標 

【授業概要】 
 情報技術の発達は、社会の諸分野に大きな影響を与
えるとともに、人間のコミュニケーション能力の高度化・自
由化をもたらした。しかし、できることが増えれば、それに
伴う責任も大きくなるのが自明で、それゆえ近年「情報倫
理」という概念の重要性が認識されるようになってきてい
る。 
 本講義では、「情報社会の中で他人の権利との衝突を
避けるべく、各個人が守るべきルールやマナー」について
多面的に考察する。 
【到達目標】 
１．情報社会の今日的な問題点、論点について説明で
きる。 
２．情報社会の今日的な問題点、論点について、自分な
りの考えを表明できる。 

授業計画 

①ガイダンス 
②情報化社会とは？ 
③インターネットの光と影 
④個人情報とプライバシー 
⑤個人情報保護法の精神と問題点 
⑥知的財産権制度の概要 
⑦著作権の保護期間と論点 
⑧著作権Ｑ＆Ａ 
⑨電子商取引 
⑩ネットワーク犯罪 
⑪ネットセキュリティを高めるには 
⑫ネチケットとは？ 
⑬情報倫理と教育 
⑭自分の意見を持つことの重要性 
⑮まとめと確認テスト 

履修上の 

注意及び 

準備学習 

（予習，復習 

について） 

初回には、授業の方針、履修上の留意点、評価方法な
ど詳しく説明するので、必ず出席されたい。今日的な問
題を扱うので、新聞やテレビ、ネットニュースなどの触れ、
自ら考える習慣をつけてもらいたい。 

成績評価 

方法及び 

試験方法 

授業への参加 ２０点 
授業時間内ミニテスト ８０点 （２０点満点のミニテストを
４回実施） 

教科書等 

大島武・畠田幸恵・山口憲二編著 
『ケースで考える情報社会（第２版）』 
三和書籍（１７００円） 

備考 

 

 

 （202091） 

科 目 名 情報倫理 

英文科目名 Information Ethics 

教 員 名 大島 武 

単 位 数 2 授業区分 選択 

年次配当 2 開講区分 
2013 年度 

前期 

授業概要 

及 び 

到達目標 

【授業概要】 
 情報技術の発達は、社会の諸分野に大きな影響を与
えるとともに、人間のコミュニケーション能力の高度化・自
由化をもたらした。しかし、できることが増えれば、それに
伴う責任も大きくなるのが自明で、それゆえ近年「情報
倫理」という概念の重要性が認識されるようになってきて
いる。 
 本講義では、「情報社会の中で他人の権利との衝突を
避けるべく、各個人が守るべきルールやマナー」につい
て多面的に考察する。 
【到達目標】 
１．情報社会の今日的な問題点、論点について説明で
きる。 
２．情報社会の今日的な問題点、論点について、自分
なりの考えを表明できる。 

授業計画 

①ガイダンス 
②情報化社会とは？ 
③インターネットの光と影 
④個人情報とプライバシー 
⑤個人情報保護法の精神と問題点 
⑥知的財産権制度の概要 
⑦著作権の保護期間と論点 
⑧著作権Ｑ＆Ａ 
⑨電子商取引 
⑩ネットワーク犯罪 
⑪ネットセキュリティを高めるには 
⑫ネチケットとは？ 
⑬情報倫理と教育 
⑭自分の意見を持つことの重要性 
⑮まとめと確認テスト 

履修上の 

注意及び 

準備学習 

（予習，復習 

について） 

初回には、授業の方針、履修上の留意点、評価方法な
ど詳しく説明するので、必ず出席されたい。今日的な問
題を扱うので、新聞やテレビ、ネットニュースなどの触
れ、自ら考える習慣をつけてもらいたい。 

成績評価 

方法及び 

試験方法 

授業への参加 ２０点 
授業時間内ミニテスト ８０点 （２０点満点のミニテスト
を４回実施） 

教科書等 

大島武・畠田幸恵・山口憲二編著 
『ケースで考える情報社会（第２版）』 
三和書籍（１７００円） 

備考 

 

 



（202100） 

科 目 名 認知科学 

英文科目名 Cognitive Science 

教 員 名 政倉 祐子 

単 位 数 2 授業区分 選択 

年次配当 2 開講区分 
2013 年度 

前期 

授業概要 

及 び 

到達目標 

【授業概要】認知科学は、人間の知的能力やその情報
処理過程の理解を目指す学問であり、心理学、計算機
科学、言語学、神経科学、哲学をはじめとする複数の研
究領域によって成り立っている。本講義では、認知科学
研究が明らかにしてきた人間の認知機能を中心に、認
知科学の基礎的知識について概説する。 前半の講義
では、身近にある認知科学に関する問題を取り上げた
後、知覚、記憶、言語など人間の主要な認知機能につ
いて紹介する。後半の講義では、近年の認知科学研究
で注目されている感情・感性の問題や、認知科学の応
用としてのヒューマン・インターフェースに関するトピックス
（ユーザビリティ評価、ユニバーサルデザイン）を取り上げ
る予定である。 
【到達目標】知覚、認知、感性の基本的な働きや研究法
等に関する知識を習得する。またその知識を基に、日常
生活において体験する事象について、知覚、認知、感性
の働きの側面から客観的かつ分析的に捉えることができ
る。 

授業計画 

【授業計画】以下のテーマを扱う予定であるが、最新の
研究動向などをふまえて内容を適時変更することがあ
る。 01. 概論 02. 日常生活に見る認知科学 03. 人
間の認知機能 (1) 04. 人間の認知機能 (2) 05. 人間
の認知機能 (3) 06. 認知機能の発達 07. 認知科学
の研究法 08. 認知と感情 09. 認知と感性 10. 認知
科学とユーザビリティ(1) 11. 認知科学とユーザビリティ
(2) 12. 認知科学とユニバーサルデザイン 13. 認知科
学史 14. まとめ 15. 試験 

履修上の 

注意及び 

準備学習 

（予習，復習 

について） 

【履修上の注意】特になし 
【準備学習（予習，復習）】授業終盤に実施する筆記試
験では、ノート持込可とするので、授業内容をノートによく
まとめ、復習すること。 

成績評価 

方法及び 

試験方法 

【成績評価方法】出席が3分の2に満たない場合は単位
認定をしない。筆記試験で評価。 
【試験方法】 授業終盤に筆記試験（ノート持込み可）を
行う。 

教科書等 

教科書は使用せず。必要に応じて資料を配布する 。参
考書は随時授業中に紹介する。 

備考 

 

 

 （202110） 

科 目 名 マーケッティング論 

英文科目名 Principles of Marketing 

教 員 名 髙木 聖 

単 位 数 2 授業区分 選択 

年次配当 2 開講区分 
2013 年度 

後期 

授業概要 

及 び 

到達目標 

【授業目的】 
市場経済のメカニズムを理解する。 
【授業概要】 
 芸術学部の学生にとって「市場」が読めれば各学科で
学んでいる専門知識や技能を活かす機会は飛躍的に
高められる。そこで当科目では生産の三要素「ヒト・モノ・
カネ」のうち「モノ（商品やサーヴィス）」を中心とした経済
の仕組みをご案内する。 
 １年次配当の「社会学概論」では「ヒト（人間）」を、同じ
く「経済学概論」では「おカネ（貨幣）」を中心として学習し
てきた。今回「モノ」を取り上げることで三部作の完結編と
して位置づけられる。 
【到達目標】 
消費者および生産者の行動をふまえクリエイターとして
活用できる。 

授業計画 

 主な内容は下記のとおりである。 
１．ガイダンス＜履修にあたって＞ 
２．マーケティングとは 
３．需要の法則 
４．価格以外の要因 
５．供給の法則 
６．市場の均衡 
７．日本経済にみる市場動向 
８．企業の競争 
９．広告と衝動買い 
１０．顧客満足 
１１．市場占有率と経営戦略 
１２．市場細分化戦略 
１３．学習成果と自己分析 
１４．大学生自身のマーケティング 
１５．今学期のまとめ 

履修上の 

注意及び 

準備学習 

（予習，復習 

について） 

【履修上の注意】 
 当科目の履修希望者は、初回ガイダンスに必ず出席さ
れたい。 
 なお、以下の三点を約束できない方の入場は固くお断
りする。（１）時間厳守で集合する、（２）私語を慎む、（３）
テキストを用意する。 
【準備学習】 
 予習は必要としない。授業内容と当日の学習成果確
認テストをあわせて復習すること。 

成績評価 

方法及び 

試験方法 

【成績評価方法】 
 所定の出席回数を満たした場合に限り、「単位認定試
験」の受験資格が与えられる。 
 また原則として毎回当日の学習成果を確認する「小テ
スト」が実施される。 
 単位認定試験９０％＋小テスト１０％で総合的に判定
する。 
【試験方法】 
 単位認定試験 参照否 
 小テスト 教科書等参照可 

教科書等 

【教科書】 
拙著 『消費経済へのアプローチ』   
大学図書出版 本体 1300 円＋税（生協取扱） 
★2010 年度に「経済学概論」で使用したもの 
 

備考 

 

 



（202111） 

科 目 名 マーケッティング論 

英文科目名 Principles of Marketing 

教 員 名 髙木 聖 

単 位 数 2 授業区分 選択 

年次配当 2 開講区分 
2013 年度 

後期 

授業概要 

及 び 

到達目標 

【授業目的】 
市場経済のメカニズムを理解する。 
【授業概要】 
 芸術学部の学生にとって「市場」が読めれば各学科で
学んでいる専門知識や技能を活かす機会は飛躍的に高
められる。そこで当科目では生産の三要素「ヒト・モノ・カ
ネ」のうち「モノ（商品やサーヴィス）」を中心とした経済の
仕組みをご案内する。 
 １年次配当の「社会学概論」では「ヒト（人間）」を、同じく
「経済学概論」では「おカネ（貨幣）」を中心として学習し
てきた。今回「モノ」を取り上げることで三部作の完結編と
して位置づけられる。 
【到達目標】 
消費者および生産者の行動をふまえクリエイターとして
活用できる。 

授業計画 

 主な内容は下記のとおりである。 
１．ガイダンス＜履修にあたって＞ 
２．マーケティングとは 
３．需要の法則 
４．価格以外の要因 
５．供給の法則 
６．市場の均衡 
７．日本経済にみる市場動向 
８．企業の競争 
９．広告と衝動買い 
１０．顧客満足 
１１．市場占有率と経営戦略 
１２．市場細分化戦略 
１３．学習成果と自己分析 
１４．大学生自身のマーケティング 
１５．今学期のまとめ 

履修上の 

注意及び 

準備学習 

（予習，復習 

について） 

【履修上の注意】 
 当科目の履修希望者は、初回ガイダンスに必ず出席さ
れたい。 
 なお、以下の三点を約束できない方の入場は固くお断
りする。（１）時間厳守で集合する、（２）私語を慎む、（３）
テキストを用意する。 
【準備学習】 
 予習は必要としない。授業内容と当日の学習成果確
認テストをあわせて復習すること。 

成績評価 

方法及び 

試験方法 

【成績評価方法】 
 所定の出席回数を満たした場合に限り、「単位認定試
験」の受験資格が与えられる。 
 また原則として毎回当日の学習成果を確認する「小テ
スト」が実施される。 
 単位認定試験９０％＋小テスト１０％で総合的に判定
する。 
【試験方法】 
 単位認定試験 参照否 
 小テスト 教科書等参照可 

教科書等 

【教科書】 
拙著 『消費経済へのアプローチ』   
大学図書出版 本体 1300 円＋税（生協取扱） 
★2010 年度に「経済学概論」で使用したもの 
 

備考 

 

 

 （202412） 

科 目 名 英語Ⅱ 

英文科目名 English II 

教 員 名 松岡 浩史 

単 位 数 2 授業区分 選択 

年次配当 2 開講区分 
2013 年度 

前期～後期 

授業概要 

及 び 

到達目標 

英文法の体系的な理解と日常英会話表現の習得はい
ずれも英語学習において不可欠な要素である。本授業
では基礎英文法を体系的に学習しながら、2006 年に公
開された David Frankel 監督の映画『The Devil Wears 
Prada(邦題：プラダを着た悪魔)』を題材として、日常英
語やビジネスの現場で使われる言い回しを学習してい
く。授業は基本的に二本立てとなり、前半は TOEIC 等の
資格試験にも対応できるような文法知識を毎回項目別
に学習し、後半は映像を見ながら「使える英語」の習得
を目指す。また、毎回洋楽の歌詞を映像と音楽を用い
て鑑賞し、生きた英語を学んでいく。 
 

授業計画 

１． ガイダンス/文型１ 
２． UNIT 1. Andy Meets Miranda / 文型２ 
３． Script Reading /受動態 
４． UNIT 2. Andy's First Day at Runway /名詞 
５． Script Reading /形容詞 
６． UNIT 3. Miranda, the Almighty /副詞 
７． Script Reading /不定詞 
８． UNIT 4. Andy's Metamorphosis /動名詞 
９． Script Reading /分詞 
１０．UNIT 5. Andy Performs a Miracle /分詞構文 
１１．Script Reading /間接疑問文 
１２．Script Reading  /関係代名詞 
１３．Script Reading /関係副詞 
１４．Script Reading /接続詞１ 
１５．前期の復習 
１６．UNIT 6. Andy's Stock Goes Up /接続詞２ 
１７．Script Reading /前置詞と接続詞の区別 
１８．UNIT 7. Andy's Dilemma/助動詞 
１８．Script Reading /時制 
１９．UNIT 8. A Night in Paris /仮定法 
２０．Script Reading /使役動詞・知覚動詞 
２１．UNIT 9. A Plot against Miranda/仮定法 
２２．Script Reading /冠詞 
２３．UNIT 10. Andy's Final Choice /不定代名詞１ 
２４．Script Reading /不定代名詞２ 
２５．Script Reading /前置詞１・２ 
２６．Script Reading /比較 
２７．Script Reading /否定表現・倒置 
２８．Script Reading /TOEIC 実践問題 
２９．Script Reading /TOEIC 実践問題 
３０・後期の復習 

履修上の 

注意及び 

準備学習 

（予習，復習 

について） 

前半の文法の導入解説は Powerpoint を用いて行うの
で、指定テキストをよく読んでから授業に臨むこと。また
後半の映画のスクリプトの講読は、すべての不明な単語
を辞書で調べてくることが要求される。復習は、もう一度
指定テキストの見直しを行うこと。なお、授業の出欠確認
は基本的に授業内の指名によって行う。居眠り等で返事
がない場合欠席扱いとなるので注意すること。 

成績評価 

方法及び 

試験方法 

前期・後期二回の試験及び、出席状況・授業への参加
度、ミニテストの結果等を総合的に勘案して評価する。
比率は概ね定期試験 70％、平常点 30％とする。 

教科書等 

１． 
Devil Wears Prada 映画総合教材『プラダを着た悪魔』 
Aline Brosh McKenna 著 神谷久美子/Kim R. Kanel 
編著 
松柏社、2010 年、初版 
２． 
『英文法ネイティブ・アイ』  
松岡浩史 著 
ジャパンタイムズ、2011 年初版 

備考 

 

 



（202414） 

科 目 名 英語Ⅱ 

英文科目名 English II 

教 員 名 大野 里枝 

単 位 数 2 授業区分 選択 

年次配当 2 開講区分 
2013 年度 

前期～後期 

授業概要 

及 び 

到達目標 

【授業概要】 

国際化が進む近年、私たちの周りでは英語に触れる機会が確実に増加しています。その一

つには、多種多様なマスメディアの流通やインターネットの普及などにより世界との距離が狭

まってきたことが挙げられます。そのため、世界の共通語とも言える英語は、コミュニケーシ

ョンの手段の一つとして重要視されています。このような社会的状況を踏まえ、本科目では

口語表現の宝庫である映画のスクリプトに焦点をあて、そこで使われている実用的なキーフ

レーズを漆塗りの要領で（何回も繰り返して実践する）で習得していきます。英語の 4 技能

（読む、書く、聴く、話す）に分けて勉強するのではなく、この全てをより自然に統合させた形

で語学運用能力のランクアップを目指していきます。 

【到達目標】 

・現代社会における日常生活に必要なレベルの総合的な英語運用能力（英語の 4 技能）

を身につけることができる。 

・映画で使用される実用的な口語表現を身につけることができる。 

・文化的、社会的見地から映画の内容を説明できる。 

授業計画 

1． ガイダンス：授業内容説明、自己紹介文作成  

2．Finding Mr. Right: From "Bridget Jone's Diary″:  

     [Act (1)] Building A Solid Foundation  

3．Finding Mr. Right: From "Bridget Jone's Diary″: 

     [Act (2)] Integrated Skills Through Recycling The Key Phrases   

4．Email: A Communication Revolution: From "You've Got M@il″: 

     [Act (1)] Building A Solid Foundation   

5．Email: A Communication Revolution: From "You've Got M@il″: 

     [Act (2)] Integrated Skills Through Recycling The Key Phrases    

6．Love And Courage: From "Titanic″: 

     [Act (1)] Building A Solid Foundation   

7．Love And Courage: From "Titanic″: 

     [Act (2)] Integrated Skills Through Recycling The Key Phrases    

8．前期中間テストおよびキーフレーズの復習と演習 

9．Working Women And The American Dream: From "Working Girl″: 

     [Act (1)] Building A Solid Foundation   

10．Working Women And The American Dream: From "Working Girl″: 

     [Act (2)] Integrated Skills Through Recycling The Key Phrases    

11．The Communication Of Love: From "I am Sam″: 

     [Act (1)] Building A Solid Foundation   

12．The Communication Of Love: From "I am Sam″: 

     [Act (2)] Integrated Skills Through Recycling The Key Phrases    

13．Over the Rainbow: From "The Majestic″: 

     [Act (1)] Building A Solid Foundation  

14．Over the Rainbow: From "The Majestic″: 

     [Act (2)] Integrated Skills Through Recycling The Key Phrases    

15．前期学期末テストおよびキーフレーズの復習と演習 

16．Figuring Life Out: From "Cast Away″: 

     [Act (1)] Building A Solid Foundation  

17．Figuring Life Out: From "Cast Away″: 

     [Act (2)] Integrated Skills Through Recycling The Key Phrases    

18．Who Am I?: From "Bicentennial Man″: 

     [Act (1)] Building A Solid Foundation  

19．Who Am I?: From "Bicentennial Man″: 

     [Act (2)] Integrated Skills Through Recycling The Key Phrases    

20．Thrills And Chills: From "Speed″: 

     [Act (1)] Building A Solid Foundation  

21．Thrills And Chills: From "Speed″: 

     [Act (2)] Integrated Skills Through Recycling The Key Phrases    

22．The Price Of Fame: From "The Bodyguard″: 

     [Act (1)] Building A Solid Foundation  

23．The Price Of Fame: From "The Bodyguard″: 

     [Act (2)] Integrated Skills Through Recycling The Key Phrases    

24．後期中間テストおよびキーフレーズの復習と演習 

25．Hollywood Laughs At Hollywood: From "America's Sweethearts″: 

     [Act (1)] Building A Solid Foundation  

26．Hollywood Laughs At Hollywood: From "America's Sweethearts″:  

    [Act (2)] Integrated Skills Through Recycling The Key Phrases   

27．Getting Rid Of The Politicians: From "Dave″: 

     [Act (1)] Building A Solid Foundation  

28．Getting Rid Of The Politicians: From "Dave″: 

     [Act (2)] Integrated Skills Through Recycling The Key Phrases    

29．Review and Quiz 

30．後期学期末テストおよびキーフレーズの復習と演習 

履修上の 

注意及び 

準備学習 

（予習，復習 

について） 

【履修上の注意】 

英和辞書（電子辞書可）の持参を心がけましょう。英語を学習する上で少し

でも疑問が生じたら、たとえ簡単な単語であろうと、まずは自ら辞書を引き疑

問を解決しようとする試みが英語の向上には不可欠です。 

【準備学習】  

毎回、各ユニットごとに文法、語法、談話辞に関する学習および長文読解、

同義語、類語、並べ替え、速聴の演習等を行っていきますので、わからない

単語はあらかじめ調べておきましょう。また毎回の授業で学んだキーフレー

ズの復習をすることが望ましいです。その他、予習復習の詳細に関しては、

都度授業内での指示に従ってください。  

成績評価 

方法及び 

試験方法 

【成績評価対象と基準】 

全体を 100 点として、評価する。 

（1）中間テスト：前後期 2 回（30%） 

（2）期末テスト：前後期 2 回（30%） 

（3）小テストおよびその他の課題（30%：不定期に行う） 

（4）受講姿勢および発表（10%） 

出席が 2／3 に満たない場合は、単位認定はしない。 

【試験方法】 

小テスト（不定期）および中間、期末テストは、すべてテキストで学んだキー

フレーズや問題演習に即したもの、または類似問題になります。 

詳細については、テスト前の授業内で指示します。 

教科書等 

・Integrated Skills Through Movies（倉田誠 他 編著、朝日出版社、定価

1700 円＋税）  

・配布資料（プリント教材）あり 

備考 

授業は、クラス全体の興味、習得度により進めていくので、進度

が授業計画と多少異なることもあります。 

 

 （202430） 

科 目 名 上級英語Ⅱ 

英文科目名 Advanced English II 

教 員 名 橘野 実子 

単 位 数 2 授業区分 選択 

年次配当 2 開講区分 
2013 年度 

前期～後期 

授業概要 

及 び 

到達目標 

【授業概要】これまで身につけた英語力をさらに高めると
ともに、さまざまな場面で対応できる運用力の習得をめ
ざします。そのために「書く」、「読む」、「発表する」を中心
にして授業を進めます。前期は映画"About a Boy"を使
って映画の内容理解と文法事項の復習、書くことを中心
にした練習問題をおこないます。後期は、本を丸ごと一
冊読む多読演習と正確な読みを目指す精読演習をおこ
なってバランスの取れた読解力をつけることを目指し、仕
上げとして自分の作品を簡単な英語で紹介するプレゼン
テーションをおこないます。 
【到達目標】 
（１）英文法の基礎を理解し、それを使って英文が作れ
る。 
（２）多読と精読を通して、さまざまな文章を理解すること
ができる。 
（３）自分の作品を簡単な英語で紹介できる。 

授業計画 

前期 
（１）ガイダンス 
（２）About a Boy Unit1 
（３）About a Boy Unit2 
（４）About a Boy Unit3 
（５）About a Boy Unit4 
（６）About a Boy Unit5 
（７）About a Boy Unit6 
（８）About a Boy Unit7 
（９）About a Boy Unit8 
（１０）About a Boy Unit9 
（１１）About a Boy Unit10 
(１２）英作文演習（１） 
（１３）英作文演習（２） 
（１４）英作文演習（３） 
（１５）まとめと前期試験 
後期 
（１）前期試験のフィードバック、復習 
（２）多読（１）、読書速度測定 
（３）精読（手紙、メール） 
（４）精読（広告、ブログ） 
（５）精読（論説文） 
（６）多読（２）、発音練習（母音と子音） 
（７）精読（インターネット） 
（８）精読（新聞記事） 
（９）精読（評論） 
（１０）精読（小説、歌詞） 
（１１）多読（３）、発音演習（音のつながりと省略）、読書
速度測定 
(１２）プレゼンテーション原稿作成 
（１３）プレゼンテーション原稿作成 
（１４）プレゼンテーション 
（１５）まとめと後期試験 

履修上の 

注意及び 

準備学習 

（予習，復習 

について） 

・必ず予習・復習をして授業に臨んでください。準備をす
ること、振り返ることが英語力向上に役立ちます。 
・英語は積み重ねの科目ですから、継続的積極的な参
加が非常に重要です。 
 

成績評価 

方法及び 

試験方法 

前期・後期試験、プレゼンテーション、授業への積極的
な参加、提出物などによって総合的に評価します。出席
が２/３に満たない場合は単位認定をおこないません。 

教科書等 

・教科書：『アバウト・ア・ボーイ』松柏社（Peter Hedges他
著 神谷久美子他編） 2205 円 
・後期はプリントを配布します。 

備考 

 

 



（202420） 

科 目 名 英語Ⅱ（再） 

英文科目名 English II 

教 員 名 松中 義大 

単 位 数 2 授業区分 必修 

年次配当 2 開講区分 
2013 年度 

前期～後期 

授業概要 

及 び 

到達目標 

 今日の国際化した社会においては、どのような分野に
あっても地球規模での情報収集と情報発信が求められ
ており、それは学生諸君の個々の専門分野においても言
えることである。英語はそのための「道具」として重要な役
割を担うものであり、これを習得し運用することは有益な
ことであると言える。本科目では、１年次に培った英語の
コミュニケーション能力と、様々な分野の英語文献を辞
書を使って自由に、かつ迅速・的確に把握する能力をさ
らに高めることを目標とする。 そのためにできるだけ有
益な教材を選択する。英字新聞、英文週刊誌、ポップソ
ング、その他様々な AV 学習教材の利用も心がけたい。        
 

授業計画 

１．英米人の読む啓蒙的・論説的散文の典型的な構造
の分析をする。そのために論説文に頻出する重要語、語
義、用法、発音の確認とその習熟も行う。 
２．視聴覚教材を活用して英語を聞き取る能力を向上さ
せるとともに、相手の主 張・考えを効率的に理解する練
習をする。 
３．英語を通して自分の主張・考えを表すことが出来るよ
うにその方法を練習する。そのために必要な英語独特の
表現方法や文法知識・語彙を身につける。 
４．基本的には言語の「読む・聞く・話す・書く」という４つ
の技能を総合した授業を行うが、必要に応じて「暗唱」も
視野に入れて総合的なコミュニケーション能力の習得を
目指す。 

履修上の 

注意及び 

準備学習 

（予習，復習 

について） 

 ガイダンス中に必ず掲示を見て、指定クラスを確認す
ること。初回授業はきわめて重要である。遅刻・欠席のな
いよう特に注意してほしい。 
 やむをえず「欠席」した場合は、その報告・連絡・相談と
いったコミュニケーションの努力を常に大切にしていだだ
きたい。 

成績評価 

方法及び 

試験方法 

【成績評価方法】 
 出席状況、提出課題、受講態度、試験の結果などを
総合的に評価する。詳細については、各担当教員からそ
れぞれ指示される。 
【試験方法】 
具体的な実施方法・時期などについては、各担当教員
からそれそれ指示される。 

教科書等 

 指定クラスの担当教員から、それぞれ指示される。  
指定されたテキストは各自ただちに用意すること。 

備考 

 

 

 （202421） 

科 目 名 英語Ⅱ（再） 

英文科目名 English II 

教 員 名 松中 義大 

単 位 数 2 授業区分 必修 

年次配当 2 開講区分 
2013 年度 

前期～後期 

授業概要 

及 び 

到達目標 

 今日の国際化した社会においては、どのような分野に
あっても地球規模での情報収集と情報発信が求められ
ており、それは学生諸君の個々の専門分野においても
言えることである。英語はそのための「道具」として重要
な役割を担うものであり、これを習得し運用することは有
益なことであると言える。本科目では、１年次に培った英
語のコミュニケーション能力と、様々な分野の英語文献
を辞書を使って自由に、かつ迅速・的確に把握する能力
をさらに高めることを目標とする。 そのためにできるだけ
有益な教材を選択する。英字新聞、英文週刊誌、ポッ
プソング、その他様々な AV 学習教材の利用も心がけた
い。        
 

授業計画 

１．英米人の読む啓蒙的・論説的散文の典型的な構造
の分析をする。そのために論説文に頻出する重要語、語
義、用法、発音の確認とその習熟も行う。 
２．視聴覚教材を活用して英語を聞き取る能力を向上さ
せるとともに、相手の主 張・考えを効率的に理解する練
習をする。 
３．英語を通して自分の主張・考えを表すことが出来るよ
うにその方法を練習する。そのために必要な英語独特の
表現方法や文法知識・語彙を身につける。 
４．基本的には言語の「読む・聞く・話す・書く」という４つ
の技能を総合した授業を行うが、必要に応じて「暗唱」も
視野に入れて総合的なコミュニケーション能力の習得を
目指す。 

履修上の 

注意及び 

準備学習 

（予習，復習 

について） 

 ガイダンス中に必ず掲示を見て、指定クラスを確認す
ること。初回授業はきわめて重要である。遅刻・欠席の
ないよう特に注意してほしい。 
 やむをえず「欠席」した場合は、その報告・連絡・相談と
いったコミュニケーションの努力を常に大切にしていだだ
きたい。 

成績評価 

方法及び 

試験方法 

【成績評価方法】 
 出席状況、提出課題、受講態度、試験の結果などを
総合的に評価する。詳細については、各担当教員から
それぞれ指示される。 
【試験方法】 
具体的な実施方法・時期などについては、各担当教員
からそれそれ指示される。 

教科書等 

 指定クラスの担当教員から、それぞれ指示される。  
指定されたテキストは各自ただちに用意すること。 

備考 

 

 



（202440） 

科 目 名 ドイツ語Ⅱ 

英文科目名 German II 

教 員 名 鈴木 賢子 

単 位 数 2 授業区分 選択 

年次配当 2 開講区分 
2013 年度 

前期～後期 

授業概要 

及 び 

到達目標 

【授業概要】 
 ドイツ語Ⅱでは、ドイツ語を体系的に学びます。ドイツ語
Ⅰで学んだことを復習しながら、より高度な文法や文章
表現を習得することに重点が置かれます。折々にドイツ
語圏の文化に触れる情報コーナーも設け、楽しみながら
知識を深めていきます。 
【到達目標】 
・辞書を引きながらドイツ語の比較的複雑な文章が自力
で読める。 
・すらすらと音読できる。 
 

授業計画 

【前期】 
1) ガイダンス、ドイツ語の発音の復習 
2) 人称代名詞と動詞の現在人称変化、sein 動詞、
haben 動詞  
3) 語順、Ja と Nein の使い方  
4) 名詞の性、冠詞、定冠詞と名詞の格変化 
5) 格の用法、疑問代名詞の格変化  
6) 不規則動詞の現在人称変化、命令形 
7) 名詞の複数形、定冠詞類、不定冠詞類、否定冠詞
kein の使い方 
8) 前置詞の格支配 
9) 従属の接続詞と副文、非人称の es 
10) 話法の助動詞 
11) ドイツ語圏のアート 
12) 分離動詞 
13) 試験の準備 
14) 総合演習ならびに試験 
15) 答え合わせとまとめ 
【後期】 
1) 形容詞の格変化、zu 不定詞(句) 
2) 動詞の 3 基本形、現在完了 
3) 過去、再帰代名詞と再帰動詞 
4) 形容詞・副詞の比較 
5) 関係代名詞、受動の表現 
6) ドイツ語圏の映画 
7) 接続法 
8) ドイツ語のテクストを読む(1) 
9) ドイツ語のテクストを読む(2) 
10) ドイツ語のテクストを読む(3) 
11) ドイツ語のテクストを読む(4) 
12) ドイツ語のテクストを読む(5) 
13) 試験の準備 
14) 総合演習ならびに試験 
15) 答え合わせと後期のまとめ 
 

履修上の 

注意及び 

準備学習 

（予習，復習 

について） 

・「ドイツ語Ⅰ」を履修済みであること。 
・独和辞典を準備すること。 
・練習問題、和訳などの課題が課されるので必ず準備す
ること。 
 

成績評価 

方法及び 

試験方法 

・期末試験 50％(前期後期両方とも試験を受けること
が単位認定の条件となる。) 
・出席、練習問題への解答、担当部分の和訳を含む授
業への積極的参加 50％ 
・出席日数が 3 分の 2 に満たない場合は単位認定をし
ない。 
 

教科書等 

『クロイツング・ネオ』 朝日出版社 （本体 2,500 円＋
税） 
配布資料あり 
 

備考 

 

 

 （202450） 

科 目 名 ロシア語Ⅱ 

英文科目名 Russian II 

教 員 名 中神 美砂 

単 位 数 2 授業区分 選択 

年次配当 2 開講区分 
2013 年度 

前期～後期 

授業概要 

及 び 

到達目標 

授業概要： 
 ロシア語Ⅰで学習した知識を基礎にして、ロシア語の文
法をさらに深く学ぶ。授業内でロシア映画、アニメーショ
ン映画など様々な映像教材などを鑑賞することで、ロシ
アの文化、歴史、社会事情などを紹介する。ロシアとロシ
ア語について親しむ。 
到達目標：総合的なロシア語の基礎力をつけることがで
きる。ロシア語の教科書のテキストを自立して読むことが
できる。 

授業計画 

第１回      ガイダンス 
第２、３、４回  ロシア語Ⅰの内容の確認と復習 
第５回      第６課「彼はロシア語を話します」 動詞
の人称変化 
第６回      第６課「彼はロシア語を話します」 形容
詞の用法と性変化 
第７回      復習と練習問題 
第８回      第７課「どちらにお住まいですか」 所有
の表現･生格 
第９回      第７課「どちらにお住まいですか」 人称
代名詞の格変化 
第１０回     第８課「こんにちは、アンナ」  動詞の
過去形 
第１１回     第８課「こんにちは、アンナ」  与格 
第１２回     第９課「どこへ行くところ？」定動詞の用
法 
第１３回     第９課「どこへ行くところ？」不定人称文 
第１４回     復習と練習問題 
第１５回     学習内容のまとめと到達度の確認 
 

履修上の 

注意及び 

準備学習 

（予習，復習 

について） 

ロシア語Ⅰを終了した学生、およびロシア語を学んだこと
のある学生を対象とする。 
毎回新しい学習項目があるので、欠席･遅刻をしないこ
と。 
学習内容の確認のための課題を提出すること。 
教科書の復習をすること。 
次週の学習に相当する課をしっかりと予習すること。 
 

成績評価 

方法及び 

試験方法 

成績評価方法： 
全体を１００点として評価する。 
１．期末テスト    ７０点 
２．課題レポート   ３０点 
試験方法：期末試験をおこなう。 

教科書等 

教科書： 
 桑野隆著「ＣＤエクスプレス ロシア語」白水社 ２０１１
年 １９００円 
 推薦辞書 「パスポート初級露和辞典」白水社 

備考 

 

 



（202460） 

科 目 名 フランス語Ⅱ 

英文科目名 French II 

教 員 名 原田 葉子 

単 位 数 2 授業区分 選択 

年次配当 2 開講区分 
2013 年度 

前期～後期 

授業概要 

及 び 

到達目標 

[授業の目的] 
フランス語による総合的なコミュニケーション能力を高め
ていくことを目的とします。日本語と体系がまったく異なる
フランス語を通して、フランス文化への理解を深めます。 
[授業概要] 
フランス語 I で学んだことを復習しながら、自然なフランス
語の会話表現を身につけていきます。同時にコミュニケ
ーションに必要な基礎的文法構造を学びます。フランス
文化に親しんでもらうために、映画や美術関係の DVD、
新聞記事や漫画など、様々な教材を通してフランス語に
触れてもらいます。 
[到達目標] 
日常的な会話だけでなく、文化的な内容についても理解
し、そうした内容について表現できるようにする。 
 

授業計画 

[前期] 
1.パン屋での会話 
2. 友人との会話 
3. 電話での会話 
4. 否定分 
5. 郵便局で 
6.否定文 
7.er 動詞の復讐 
8. ir 動詞 
9. 疑問詞のまとめ   
10.不規則動詞 
11. 命令法 
12.非人称主語 
14. 時間、序数 
15. まとめ 
[後期] 
1. レストランでの会話 
2.直接目的補語人称代名詞 
3. 関節目的補語人称代名詞 
4. 比較級 
5. 最上級 
6.代名動詞 
7. インタビューの仕方 
8. 過去の行為を語る 
9. 過去の否定形 
10.過去の状態や習慣を語る 
11. 半過去 
12．メールの書き方 
13.受動態  
14. 未来について語る  
15.まとめ 
 

履修上の 

注意及び 

準備学習 

（予習，復習 

について） 

[履修上の注意] フランス語 Iの履修者（もしくはそれと同
程度の学力）の学生を対象とします。 
[準備学習について] 授業で学んだ表現を繰り返し音読
するようにしましょう。 

成績評価 

方法及び 

試験方法 

学期末試験（50％） 
授業中の積極性、課題提出率、小テストの成績 (50％) 
出席が 2/3 に満たない場合は、単位認定はしない。 
 

教科書等 

教科書『Amicaｌement bis アミカルマン ビス』 駿河台
出版社 2500 円+税 
 

備考 

 

 

 （202470） 

科 目 名 中国語Ⅱ 

英文科目名 Chinese II 

教 員 名 康 宏理 

単 位 数 2 授業区分 選択 

年次配当 2 開講区分 
2013 年度 

前期～後期 

授業概要 

及 び 

到達目標 

授業概要及び到達目標 

（授業の目的） 

 中国語Ⅰの既習者、もしくは同等程度の語学力を有するものを対象に、

初級で学んで基礎を固め、正しい発音や声調で、自然なリズムで簡単な日

常会話が話せることを目的とします。 

（授業概要） 

 教科書の内容に従い、一課ごとに発表や作文をやってもらいます。前期に

は三課ごと、後期には二課ごとが終わったら、一回演習を行います。正しい

声調で自然なリズムで発音できるように重点をおきながら会話力、読解力

及び作文能力の向上を図ります。 

（到達目標） 

 簡単な日常会話が話せ、日常生活においてよく使用される文型や単語を

取り上げ、基本的な文法を習得させると同時に簡単な文も作れるように目

指します。 

授業計画 

授業計画 

前期 

第一回  第一課から第三課 挨拶、名前の言い方、授業用語などの復習 

第二回  第四課 数字、日付、曜日の言い方 

第三回  第五課 時間の言い方、年齢、値段の尋ね方 

第四回  第六課 副詞の位置、＜是＞の構文 

第五回  第四、五、六課の演習、小テスト 

第六回  第七課 所有を表す＜有＞ 

第七回  第八課 前置詞、形容詞など 

第八回  第九課 方位詞、指示代名詞など 

第九回  第七、八、九課の演習 

第十回  第十課 終助詞など 

第十一回 第十一課 連動文、助動詞など 

第十二回 第十二課 動詞と量的表現の語順など 

第十三回 第十、十一、十二課の演習 

第十四回 総復習 

第十五回 口述試験 

後期 

第一回  第十三課 完了助詞、二重目的語など 

第二回  第十四課 比較の用法など 

第三回  第十三、十四課の演習 

第四回  第十五課 副詞＜又＞＜再＞など 

第五回  第十六課 動作の進行、状態の持続など 

第六回  第十五、十六課の演習 

第七回  小テスト 

第八回  第十七課 ＜会＞＜能＞の表現など 

第九回  第十八課 ＜像＞＜就＞＜才＞の用法など 

第十回  第十七、十八課の演習 

第十一回 第十九課 使役態など 

第十二回 第二十課 受身を表す＜被＞＜?＞など 

第十三回 第十九、二十課の演習 

第十四回 総復習 

第十五回 口述試験 

 以上の予定を学生のレベルによって調整する場合もあります。 

履修上の 

注意及び 

準備学習 

（予習，復習 

について） 

履修上の注意及び準備学習 
 この授業は会話を中心にしています。授業中では教科
書の内容に沿って質問を出してすぐ即答してもらいま
す。そのため、単語と基本的な文型を暗記することが必
要です。 

成績評価 

方法及び 

試験方法 

成績評価の方法と基準 
 出席回数、授業中の態度、小テスト、前期、後期の試
験により、総合評価します。 
 ①出席率は三分の二にならないと、評価ができません。 
 ②授業中の態度、本文を読むことや単語や基本的な文
型を暗記すること、質問に回答する正しさなど、40 点で
す。 
 授業中には携帯を遊ばないこと、寝ないこと、私語をし
ないこと、宿題を時間通りにやることを守ってもらいます。 
 ③小テストは一回で１０点です。 
 ④期末試験は５０点です。 
試験方法 
 期末口述試験、持込不可。 

教科書等 

教科書等 
＜中国語会話の基礎＞ 鄭 曙光 胡 慶華著  隆
美出版社 
価格 2,500 円＋消費税  
 

備考 

 

 



（202480） 

科 目 名 韓国語Ⅱ 

英文科目名 Korean II 

教 員 名 崔 柄珠 

単 位 数 2 授業区分 選択 

年次配当 2 開講区分 
2013 年度 

前期～後期 

授業概要 

及 び 

到達目標 

【授業概要と到達目標】                                   

  ここ数年、日本のメディアにおいて、韓国のドラマや映画などが頻繁に取り

上げられ、韓国文化ならびに韓国語に触れる機会が多くなっている。韓国

語は、日本語と同じくウラル・アルタイ系の言語であるため、文法、語順、助

詞など共通点が多く、日本人にとってもっとも学びやすい言語の一つで、短

期 間 で の 上 達 が 可 能 で あ る 。                                        

本講義は、「話す」、「聞く」、「書く」、「読む」の四機能をバランスよく学習し、

「コミュニケーション中心の韓国語」の習得を目指す。具体的には、韓国語

の過去形をマスターし、家族、住まい、趣味などの身近なテーマでの簡単な

会話のやりとりを行うようになることを目指す。また、これまで学習した基本的

な文法をもとに、様々な表現パターンを増やしていき、理由、条件、確認な

どの文型を実際に会話に役立つ表現として使いこなせるようになることを目

指す。その成果として、期末テストでは、筆記テスト共に「食堂での注文」と

「卒業後の抱負」というテーマで発表を行う。 

授業計画 

（1）   これまでの復習  

（2）   これまでの復習 

（3）   用言の過去形 

（4）   ～（し）ている〔動作の進行形〕、～れば〔仮定・条件〕、～（し）たい

〔願望〕 

（5）   会話表現と練習、小テスト（1 課）  

（6）   尊敬形（ハムニダ体）、特殊な尊敬形 

（7）   ～（し）て〔並列・順次〕、～（です・ます）ね〔感嘆〕、会話表現と練習 

（8）   韓国映画鑑賞  

（9）   ～でしょう・ましょう〔勧誘・意思など〕、小テスト（2 課） 

（10） 尊敬形（ヘヨ体）、～ですが・ますが〔婉曲〕、会話表現と練習   

（11） 用言の否定（しない）、ピウプ変則、小テスト（3 課） 

（12） ～ので〔原因・動作の先行〕、～（し）ます〔意志〕、会話表現と練習 

（13） 会話作成（食堂での注文）、小テスト（4 課） 

（14） 前期末テスト（会話） 

（15） 前期末テスト（筆記） 

（16） これまでの復習 

（17） ～と思います〔意志・推量〕、未来意志、現在連体形 

（18） ～（し）に〔移動の目的〕、会話表現と練習 

（19） ～（す）ればいい〔条件〕、リウル変則、小テスト（5 課） 

（20） 尊敬の過去形、～ので、会話表現と練習  

（21） 過去連体形、小テスト（6 課）  

（22） 韓国映画鑑賞 

（23） ディグッ変則、～（する）ことができる/できない〔可能・不可能〕 

（24） 用言の否定（不可能）、会話表現と練習  

（25） ル変則、小テスト（7 課）  

（26） 未来連体形、～だろうから 

（27） ～（し）てみる、会話表現と練習  

（28） 会話作成（卒業後の抱負）、小テスト（8 課） 

（29） 期末テスト（会話）  

（30） 期末テスト（筆記） 

履修上の 

注意及び 

準備学習 

（予習，復習 

について） 

【履修上の注意】                                                   
・受講態度及び授業出席率を重視する。 
・能動的な授業参加を評価する。 
・実際に会話する機会を増やすため基本的な授業用語
は韓国語を使用。   
【準備学習（予習、復習）】 
・毎回、復習・予習の部分を指示する。 
・復習・予習とも、会話文の暗記に重点を置く。 

成績評価 

方法及び 

試験方法 

【成績評価方法】    
（1）出席回数と授業態度（30 点） 
（2）小テスト（20 点） 
（3）期末テスト（50 点） 
                                                             
【試験方法】 
（1）小テスト： 各課の「この課の表現」の暗記 
（2）期末会話テスト：前期「趣味」、後期「卒業後の抱負」 
（3）期末筆記テスト：翻訳（日本語⇔韓国語）、文法事
項など。 

教科書等 

【教科書】                                            
（1）崔柄珠著『おはよう韓国語 2』（自家版）定価（1429
円）   
（2）配布資料あり 

備考 

 

 

 （202490） 

科 目 名 日本語Ⅱ 

英文科目名 Japanese II 

教 員 名 長崎 清美 

単 位 数 2 授業区分 選択 

年次配当 2 開講区分 
2013 年度 

前期～後期 

授業概要 

及 び 

到達目標 

【授業概要】 
・「日本語Ⅰ」での学習を踏まえ、前期は、「話すこと」
「書くこと」で、自分の意見をきちんと伝えらる日本語力を
育成する。後期は、自己ＰＲ作成、履歴書作成、社会人
らしい言葉遣いなど、日本人学生と同様の就職活動が
できる基礎を身に付ける。 
【到達目標】 
・自分の作品について、その良さや作成のプロセスを説
明できる。 
・就職活動に必要な日本語の基礎が理解できる。 

授業計画 

1 前期ウォーミングアップ 
2 作品紹介(1) 
3 きっかけを語る(1) 
4 きっかけを語る(2) 
5 ディスカッション(1) 
6 ストーリーを語る(1) 
7 ストーリーを語る(2) 
8 ディスカッション(2) 
9 良さを伝える(1) 
10 良さを伝える(2) 
11 ディスカッション(3) 
12 動きの順序を説明する(1) 
13 動きの順序を説明する(2) 
14 ディスカッション(4)  
15 作品紹介(2) 
16  後期ウォーミングアップ 
17  敬語復習(1) 
18 敬語復習(2) 
19 自己ＰＲ作成(1) 
20 自己ＰＲ作成(2) 
21 履歴書作成 
22 カバーレターと封書の作成 
23 電話の会話(1) 
24 電話の会話(2) 
25 ｅメールの基本(1) 
26 ｅメールの基本(2) 
27 ビジネスマナー 
28 面接の基本(1) 
29 面接の基本(2) 
30 期末試験 
 

履修上の 

注意及び 

準備学習 

（予習，復習 

について） 

・実習が中心なので、遅刻欠席をしないこと。 
・辞書を携帯すること。 

成績評価 

方法及び 

試験方法 

全体を 100 点として評価する。 
(1)クラスへの参加態度（30 点） 
(2)課題（30 点） 
(3)期末テスト（40 点） 
(4)出席が２／３に満たない場合は、単位認定はしない。 

教科書等 

なし。プリントを配布する。 

備考 

 

 



（202500） 

科 目 名 日本語Ⅱ（再）  

英文科目名 Japanese II 

教 員 名 長崎 清美 

単 位 数 2 授業区分 必修 

年次配当 2 開講区分 
2013 年度 

前期～後期 

授業概要 

及 び 

到達目標 

【授業概要】 
・「日本語Ⅰ」での学習を踏まえ、前期は、「話すこと」「書
くこと」で、自分の意見をきちんと伝えらる日本語力を育
成する。後期は、自己ＰＲ作成、履歴書作成、社会人ら
しい言葉遣いなど、日本人学生と同様の就職活動がで
きる基礎を身に付ける。 
【到達目標】 
・自分の作品について、その良さや作成のプロセスを説
明できる。 
・就職活動に必要な日本語の基礎が理解できる。 

授業計画 

1 前期ウォーミングアップ 
2 作品紹介(1) 
3 きっかけを語る(1) 
4 きっかけを語る(2) 
5 ディスカッション(1) 
6 ストーリーを語る(1) 
7 ストーリーを語る(2) 
8 ディスカッション(2) 
9 良さを伝える(1) 
10 良さを伝える(2) 
11 ディスカッション(3) 
12 動きの順序を説明する(1) 
13 動きの順序を説明する(2) 
14 ディスカッション(4)  
15 作品紹介(2) 
16  後期ウォーミングアップ 
17  敬語復習(1) 
18 敬語復習(2) 
19 自己ＰＲ作成(1) 
20 自己ＰＲ作成(2) 
21 履歴書作成 
22 カバーレターと封書の作成 
23 電話の会話(1) 
24 電話の会話(2) 
25 ｅメールの基本(1) 
26 ｅメールの基本(2) 
27 ビジネスマナー 
28 面接の基本(1) 
29 面接の基本(2) 
30 期末試験 
 

履修上の 

注意及び 

準備学習 

（予習，復習 

について） 

・実習が中心なので、遅刻欠席をしないこと。 
・辞書を携帯すること。 

成績評価 

方法及び 

試験方法 

全体を 100 点として評価する。 
(1)クラスへの参加態度（30 点） 
(2)課題（30 点） 
(3)期末テスト（40 点） 
(4)出席が２／３に満たない場合は、単位認定はしない。 

教科書等 

なし。プリントを配布する。 

備考 

 

 

 （202510） 

科 目 名 英会話Ｂ１ 

英文科目名 English Conversation B1 

教 員 名 David Farlow 

単 位 数 1 授業区分 選択 

年次配当 2 開講区分 
2013 年度 

前期 

授業概要 

及 び 

到達目標 

Students will study language used for practical travel 
situations. Each week will focus on a new country or 
city. A dvd and cd will be used in class and students will 
then learn related vocabulary and sentence patterns 
for each situation. They will then practice the 
situations in pairs or groups. Every lesson will involve a 
lot of pair-work and students must be willing to 
actively participate in activities. Students who do not 
participate might not pass the class.  
  
 

授業計画 

 
1) Spain - At the Airport 
2) China - From the Airport 
3) Peru - Getting Directions 
4) New York City - Getting Directions 
5) Antarctica - Health Problems 
6) India - Shopping 
7) New Zealand - One Day Excursions   
8) Africa - Running into Problems 
9) Cambodia - Bargaining 
10) Egypt - Home Visit 
11) Italy - At a Restaurant 
12) Mars - Saying Goodbye 
13) TBA 
14) Presentation Practice 
15) Presentation  
  
 

履修上の 

注意及び 

準備学習 

（予習，復習 

について） 

 
Attendance and participation are required to 
successfully complete the course. Students will 
automatically fail the class if they are absent six times 
or more. Students will also lose points from their final 
grade for tardiness or more than two absences 

成績評価 

方法及び 

試験方法 

 
Grade - Full participation in each lesson - 75%; End of 
semester presentation - 25%    
  
 

教科書等 

 
Photocopies will be provided by teacher. 

備考 

 

 



（202511） 

科 目 名 英会話Ｂ１ 

英文科目名 English Conversation B1 

教 員 名 David Farlow 

単 位 数 1 授業区分 選択 

年次配当 2 開講区分 
2013 年度 

前期 

授業概要 

及 び 

到達目標 

Students will study language used for practical travel 
situations. Each week will focus on a new country or 
city. A dvd and cd will be used in class and students will 
then learn related vocabulary and sentence patterns 
for each situation. They will then practice the situations 
in pairs or groups. Every lesson will involve a lot of 
pair-work and students must be willing to actively 
participate in activities. Students who do not 
participate might not pass the class.  
  
 

授業計画 

 
1) Spain - At the Airport 
2) China - From the Airport 
3) Peru - Getting Directions 
4) New York City - Getting Directions 
5) Antarctica - Health Problems 
6) India - Shopping 
7) New Zealand - One Day Excursions   
8) Africa - Running into Problems 
9) Cambodia - Bargaining 
10) Egypt - Home Visit 
11) Italy - At a Restaurant 
12) Mars - Saying Goodbye 
13) TBA 
14) Presentation Practice 
15) Presentation  
  
 

履修上の 

注意及び 

準備学習 

（予習，復習 

について） 

 
Attendance and participation are required to 
successfully complete the course. Students will 
automatically fail the class if they are absent six times 
or more. Students will also lose points from their final 
grade for tardiness or more than two absences 

成績評価 

方法及び 

試験方法 

 
Grade - Full participation in each lesson - 75%; End of 
semester presentation - 25%  
  
  
 

教科書等 

Photocopies will be provided. 

備考 

 

 

 （202512） 

科 目 名 英会話Ｂ１ 

英文科目名 English Conversation B1 

教 員 名 David Farlow 

単 位 数 1 授業区分 選択 

年次配当 2 開講区分 
2013 年度 

前期 

授業概要 

及 び 

到達目標 

Students will study language used for practical travel 
situations. Each week will focus on a new country or 
city. A dvd and cd will be used in class and students will 
then learn related vocabulary and sentence patterns 
for each situation. They will then practice the 
situations in pairs or groups. Every lesson will involve a 
lot of pair-work and students must be willing to 
actively participate in activities. Students who do not 
participate might not pass the class. 

授業計画 

1) Spain - At the Airport 
2) China - From the Airport  
3) Peru - Getting Directions  
4) New York City - Getting Directions  
5) Antarctica - Health Problems  
6) India - Shopping  
7) New Zealand - One Day Excursions   
8) Africa - Running into Problems  
9) Cambodia - Bargaining  
10) Egypt - Home Visit  
11) Italy - At a Restaurant  
12) Mars - Saying Goodbye  
13) TBA  
14) Presentation Practice  
15) Presentation 

履修上の 

注意及び 

準備学習 

（予習，復習 

について） 

Attendance and participation are required to 
successfully complete the course. Students will 
automatically fail the class if they are absent six times 
or more. Students will also lose points from their final 
grade for tardiness or more than two absences. 
 

成績評価 

方法及び 

試験方法 

Grade - Full participation in each lesson - 75%; End of 
semester presentation - 25% 

教科書等 

Photocopies provided by teacher. 

備考 

 

 



（202520） 

科 目 名 英会話Ｂ２ 

英文科目名 English Conversation B2 

教 員 名 David Farlow 

単 位 数 1 授業区分 選択 

年次配当 2 開講区分 
2013 年度 

後期 

授業概要 

及 び 

到達目標 

Students will practice conversations for discussing 
various everyday situations and topics. These will be 
based initially on examples from the handouts provided, 
and then will be expanded and personalized by students 
in pairs. The class will also have  listening and video 
components on each topic/situation to aid students' 
pronunciation and comprehension. Every lesson will 
involve a lot of pair-work and students must be willing 
to actively participate in activities.  
 

授業計画 

 
（１）Nice to meet you! - Introducing Yourself 
（ ２ ） What do you do? - Talking about Personal 
Information 
（３）Do you like spicy food? - Likes and Dislikes 
（４）How often do you do? - Frequency Adverbs 
（５）Review 
（６）Where were you yesterday? - Problems 
（７）Which one is cheaper? - Making Comparisons 
（８） What are you watching? - Everyday Activities 
（９）What's she like? - Describing People 
（１０）Review 
（ １ １ ） Did you have a good time? Talking about 
Vacations 
(１２）I'm going to go by car. - Talking about Future 
Plans 
（１３）Is there a bank near here? - Places 
（１４） Review 
（１５）Exam 

履修上の 

注意及び 

準備学習 

（予習，復習 

について） 

Attendance and participation are required to 
successfully complete the course.     
 
Attendance Policy: 
Late x 2 = Absent 
Absent X 3 = minus 5% 
Absent x 4 = minus10% 
Absent x 5 = minus15% 
Absent x 6 = Fail 
Students will automatically fail the class if they are 
absent six times or more. Students will also lose points 
from their final grade for tardiness or more than two 
absences. There is a limit of 30 students permitted in 
this class.  

成績評価 

方法及び 

試験方法 

 
Grade - Full participation in each lesson - 75%; End of 
semester exam - 25%  
 

教科書等 

Photocopies will be provided. 

備考 

 

 

 （202521） 

科 目 名 英会話Ｂ２ 

英文科目名 English Conversation B2 

教 員 名 David Farlow 

単 位 数 1 授業区分 選択 

年次配当 2 開講区分 
2013 年度 

後期 

授業概要 

及 び 

到達目標 

Students will practice conversations for discussing 
various everyday situations and topics. These will be 
based initially on examples from the handouts provided, 
and then will be expanded and personalized by students 
in pairs. The class will also have  listening and video 
components on each topic/situation to aid students' 
pronunciation and comprehension. Every lesson will 
involve a lot of pair-work and students must be willing 
to actively participate in activities.  
 

授業計画 

 
  
（１）Nice to meet you! - Introducing Yourself 
（ ２ ） What do you do? - Talking about Personal 
Information 
（３）Do you like spicy food? - Likes and Dislikes 
（４）How often do you do? - Frequency Adverbs 
（５）Review 
（６）Where were you yesterday? - Problems 
（７）Which one is cheaper? - Making Comparisons 
（８） What are you watching? - Everyday Activities 
（９）What's she like? - Describing People 
（１０）Review 
（ １ １ ） Did you have a good time? Talking about 
Vacations 
(１２）I'm going to go by car. - Talking about Future 
Plans 
（１３）Is there a bank near here? - Places 
（１４） Review 
（１５）Exam 

履修上の 

注意及び 

準備学習 

（予習，復習 

について） 

Attendance and participation are required to 
successfully complete the course.     
 
Attendance Policy: 
Late x 2 = Absent 
Absent X 3 = minus 5% 
Absent x 4 = minus10% 
Absent x 5 = minus15% 
Absent x 6 = Fail 
Students will automatically fail the class if they are 
absent six times or more. Students will also lose points 
from their final grade for tardiness or more than two 
absences. There is a limit of 30 students permitted in 
this class.  

成績評価 

方法及び 

試験方法 

 
Grade - Full participation in each lesson - 75%; End of 
semester exam - 25%  
  
 

教科書等 

Photocopies will be provided. 

備考 

 

 



（202522） 

科 目 名 英会話Ｂ２ 

英文科目名 English Conversation B2 

教 員 名 David Farlow 

単 位 数 1 授業区分 選択 

年次配当 2 開講区分 
2013 年度 

後期 

授業概要 

及 び 

到達目標 

Students will practice conversations for discussing 
various everyday situations and topics. These will be 
based initially on examples from the handouts provided, 
and then will be expanded and personalized by students 
in pairs. The class will also have  listening and video 
components on each topic/situation to aid students' 
pronunciation and comprehension. Every lesson will 
involve a lot of pair-work and students must be willing 
to actively participate in activities. 

授業計画 

（１）Nice to meet you! - Introducing Yourself  
（ ２ ） What do you do? - Talking about Personal 
Information 
（３）Do you like spicy food? - Likes and Dislikes 
（４）How often do you do? - Frequency Adverbs 
（５）Review  
（６）Where were you yesterday? - Problems 
（７）Which one is cheaper? - Making Comparisons 
（８） What are you watching? - Everyday Activities 
（９）What's she like? - Describing People 
（１０）Review 
（ １ １ ） Did you have a good time? Talking about 
Vacations 
(１２）I'm going to go by car. - Talking about Future 
Plans 
（１３）Is there a bank near here? - Places 
（１４） Review 
（１５）Exam 

履修上の 

注意及び 

準備学習 

（予習，復習 

について） 

Attendance and participation are required to 
successfully complete the course.     
 
Attendance Policy: 
Late x 2 = Absent 
Absent X 3 = minus 5% 
Absent x 4 = minus10% 
Absent x 5 = minus15% 
Absent x 6 = Fail 
Students will automatically fail the class if they are 
absent six times or more. Students will also lose points 
from their final grade for tardiness or more than two 
absences. There is a limit of 30 students permitted in 
this class.  

成績評価 

方法及び 

試験方法 

Grade - Full participation in each lesson - 75%; End of 
semester exam - 25% 

教科書等 

Photocopies will be provided. 

備考 

 

 

 （202530） 

科 目 名 英語特別演習Ｂ１ 

英文科目名 Advanced Study of English B1 

教 員 名 大野 里枝 

単 位 数 1 授業区分 選択 

年次配当 2 開講区分 
2013 年度 

前期 

授業概要 

及 び 

到達目標 

【授業概要】 
国際化が進む近年、私たちの周りでは英語に触れる機
会が確実に増加している。その一つには、多種多様なマ
スメディアの流通やインターネットの普及などによって、
世界との距離感が狭まってきたことが挙げられる。そのた
め、世界の共通語とも言える英語は、コミュニケーション
の手段の一つとして重要視されている。一方で、本学卒
業後の進路決定の際においても英語能力が必要不可
欠なものになってきている。多くの企業が、英語関連資
格やスコアを採用、及び昇進の目安としており、社会が
ある一定水準の英語力を求めているのは明らかである。
本科目では、このような社会的状況を踏まえ、英語関連
の資格試験、特に TOEIC の対策に重点を置き、英語運
用能力の向上を図ることを目的とする。最近、特に
TOEIC のスコアを条件として指定している企業が多いこと
を念頭に、資格試験対策以外の学生でもよりよい英語
学習ができるような問題演習を行う。 
【到達目標】 
・リスニング問題の攻略に必要な英語の音声的な特徴
を理解することができる。 
・読解問題を解決するのに必要な基本的な文法事項を
理解することができる。 
・TOEIC によく出るトピック別の頻出単語やフレーズを覚
えることができる。 
・TOEIC 同様の問題構成の演習を繰り返し行うことで問
題形式になれることができる。 

授業計画 

（1）オリエンテーション 
（2）資格試験について言及。TOEIC の出題傾向に慣れ
る。 
（3）問題演習（People's Charactor 単純現在） 
（4）問題演習（At the Workplace 現在進行形） 
（5）問題演習（Fashion 単純過去・過去進行形） 
（6）問題演習（Everyday Activities 現代完了） 
（7）問題演習（Everyday Problem いろいろな完了形） 
（8）中間テストおよび頻出単語、フレーズの演習 
（9）問題演習（Health 助動詞１） 
（10）問題演習（Food and Restaurants 助動詞２） 
（11）問題演習（Money 受動態１） 
（12）問題演習（Communication 受動態２） 
（13）問題演習（Education 仮定形） 
（14）総復習（TOEIC の攻略法） 
（15）学期末テストおよび頻出単語、フレーズの演習 

履修上の 

注意及び 

準備学習 

（予習，復習 

について） 

【履修上の注意】 
TOEIC の受験経験がない場合は、TOEIC の問題構成な
どについてあらかじめ調べておくことをすすめます。初回
の授業で、授業概要や試験方法、授業の準備学習につ
いて説明するので、必ず出席してください。 
【予習,復習】 
予習として、必須単語やフレーズをなるべく覚えておきま
しょう。また毎回の授業で学んだキーフレーズや語彙、
専門用語等の復習をすることが望ましいです。その他、
予習復習の詳細に関しては、都度授業内での指示に従
ってください。 

成績評価 

方法及び 

試験方法 

【成績評価対象と基準】 
 全体を１００点として、評価する。 
（1）中間テスト（30%） 
（2）期末テスト（30%） 
（3）小テストおよび単語テスト（30%：不定期に行う） 
（4）受講姿勢および課題（10%） 
出席が 2／3 に満たない場合は、単位認定はしない。 
【試験方法】 
中間、期末テストは、すべて授業内に行う問題演習に即
したもの、または類似問題になります。 
小テストおよび単語テスト（不定期）も同様に授業内に学
んだものの復習のために行います。 
詳細については、テスト前の授業内で指示します。  
 

教科書等 
授業プリントを配布予定であるが、必要に応じて指定教
科書を使用する。詳細は初回授業で指示する。 

備考 

授業は、クラス全体の興味、習得度により進めていくの
で、進度が授業計画と多少異なることもあります。 

 



（202531） 

科 目 名 英語特別演習Ｂ１ 

英文科目名 Advanced Study of English B1 

教 員 名 松中 義大 

単 位 数 1 授業区分 選択 

年次配当 2 開講区分 
2013 年度 

前期 

授業概要 

及 び 

到達目標 

 グローバル化が進む世界では、コミュニケーションの必
要性から英語はその手段の一つとして非常に強力である
ことは言うまでもない。このことは芸術学部の学生にとっ
てもあてはまることであり、自分の専門分野に関して視野
を広げるために英語は決して無駄になるものではない。ま
た、学生諸君の直近の目標である本学卒業後の進路を
決める際にも英語は重要な役割を担う。ある調査では調
査対象企業の半数以上が採用時に英語に関する資格
等を考慮すると回答している。インターネットの普及やeコ
マースの台頭など、ビジネス環境においてはこれまで以
上に「グローバル化」に対する企業の意識は高まりを見せ
ており、実戦的能力の基準の一つとして英語は重視され
ている。 
 本科目ではこうした状況に即応するために、英語関連
の資格試験（英検、TOEIC、TOEFL など）対策に重点を
置き、学生の将来設計の構築に資することを目的とし、
受講することによって特に TOEIC の出題傾向について
理解し、高校までで培った英語の能力を伸張させること
を到達目標とする。 
 

授業計画 

1. オリエンテーション 
2. TOEIC の概要（主に Listening Section について） 
3. Part 1 （写真描写問題）の演習１ 
4. Part 1 （写真描写問題）の演習２ 
5. Part 2 （応答問題）の演習１ 
6. Part 2 （応答問題）の演習２ 
7. Part 3 （会話問題）の演習１ 
8. Part 3 （会話問題）の演習２ 
9. Part 3 （会話問題）の演習３ 
10. Part 4 （説明文問題）の演習１ 
11. Part 4 （説明文問題）の演習２ 
12. Part 4 （説明文問題）の演習３ 
13. 総復習 1 
14. 総復習 2 
15. まとめと期末試験 

履修上の 

注意及び 

準備学習 

（予習，復習 

について） 

毎回単語・熟語テストを実施するので、その準備は必須
である。また、毎回問題演習による「訓練」が続くため、
学生の取り組み次第で効果の出方が違う。よって受講
者の積極的な姿勢を期待する。なお、B1はTOEIC の主
にリスニングテストを対象とするもので、文法・読解問題
の分析と対策は B2 で取り扱うので、年間を通して B1、 
B2 の両方を受講することを強く推奨する。 

成績評価 

方法及び 

試験方法 

【成績評価方法】 
授業中に実施する問題演習・単語・熟語テストおよび期
末試験の成績を元に評価する。比率は概ね前者 30%、
後者 70%である。また、出席状況・授業への参加度など
を総合的に考慮する。 
【試験方法】 
授業期間内に期末試験を実施する。また、毎回の授業
で単語・熟語テストも実施する。 
 

教科書等 

毎回プリントを配布する。 

備考 

 

 

 （202540） 

科 目 名 英語特別演習Ｂ２ 

英文科目名 Advanced Study of English B2 

教 員 名 大野 里枝 

単 位 数 1 授業区分 選択 

年次配当 2 開講区分 
2013 年度 

後期 

授業概要 

及 び 

到達目標 

【授業概要】 
国際化が進む近年、私たちの周りでは英語に触れる機
会が確実に増加している。その一つには、多種多様なマ
スメディアの流通やインターネットの普及などによって、
世界との距離感が狭まってきたことが挙げられる。そのた
め、世界の共通語とも言える英語は、コミュニケーション
の手段の一つとして重要視されている。一方で、本学卒
業後の進路決定の際においても英語能力が必要不可
欠なものになってきている。多くの企業が、英語関連資
格やスコアを採用、及び昇進の目安としており、社会が
ある一定水準の英語力を求めているのは明らかである。
本科目では、このような社会的状況を踏まえ、英語関連
の資格試験、特に TOEIC の対策に重点を置き、英語運
用能力の向上を図ることを目的とする。最近、特に
TOEIC のスコアを条件として指定している企業が多いこと
を念頭に、資格試験対策以外の学生でもよりよい英語
学習ができるような問題演習を行う。 
【到達目標】 
・リスニング問題の攻略に必要な英語の音声的な特徴
を理解することができる。 
・読解問題を解決するのに必要な基本的な文法事項を
理解することができる。 
・TOEIC によく出るトピック別の頻出単語やフレーズを覚
えることができる。 
・TOEIC 同様の問題構成の演習を繰り返し行うことで問
題形式になれることができる。 

授業計画 

（1）オリエンテーション 
（2）資格試験について言及。TOEIC の出題傾向に慣れ
る。 
（3）問題演習（Doing Business 1 仮定法２） 
（4）問題演習（Doing Business２ 動名詞１） 
（5）問題演習（Doing Business３ 動名詞２） 
（6）問題演習（Office Management 不定詞１） 
（7）問題演習（Travel 不定詞２） 
（8）中間テストおよび頻出単語、フレーズの演習 
（9）問題演習（Entertainment 形容詞＆副詞） 
（10）問題演習（Sports 比較１） 
（11）問題演習（Shopping 比較２） 
（12）問題演習（Hotels 関係詞１） 
（13）問題演習（Media 関係詞２） 
（14）総復習（TOEIC の攻略法） 
（15）学期末テストおよび頻出単語、フレーズの演習 

履修上の 

注意及び 

準備学習 

（予習，復習 

について） 

【履修上の注意】 
TOEIC の受験経験がない場合は、TOEIC の問題構成な
どについてあらかじめ調べておくことをすすめます。初回
の授業で、授業概要や試験方法、授業の準備学習につ
いて説明するので、必ず出席してください。 
【予習,復習】 
予習として、必須単語やフレーズをなるべく覚えておきま
しょう。また毎回の授業で学んだキーフレーズや語彙、
専門用語等の復習をすることが望ましいです。その他、
予習復習の詳細に関しては、都度授業内での指示に従
ってください。 

成績評価 

方法及び 

試験方法 

【成績評価対象と基準】 
 全体を１００点として、評価する。 
（1）中間テスト（30%） 
（2）期末テスト（30%） 
（3）小テストおよび単語テスト（30%：不定期に行う） 
（4）受講姿勢および課題（10%） 
出席が 2／3 に満たない場合は、単位認定はしない。 
【試験方法】 
中間、期末テストは、すべて授業内に行う問題演習に即
したもの、または類似問題になります。 
小テストおよび単語テスト（不定期）も同様に授業内に学
んだものの復習のために行います。 
詳細については、テスト前の授業内で指示します。  
 

教科書等 

授業プリントを配布予定であるが、必要に応じて指定教
科書を使用する。詳細は初回授業で指示する。 

備考 

授業は、クラス全体の興味、習得度により進めていくの
で、進度が授業計画と多少異なることもあります。 

 



（202541） 

科 目 名 英語特別演習Ｂ２ 

英文科目名 Advanced Study of English B2 

教 員 名 松中 義大 

単 位 数 1 授業区分 選択 

年次配当 2 開講区分 
2013 年度 

後期 

授業概要 

及 び 

到達目標 

 グローバル化が進む世界では、コミュニケーションの必
要性から英語はその手段の一つとして非常に強力である
ことは言うまでもない。このことは芸術学部の学生にとっ
てもあてはまることであり、自分の専門分野に関して視野
を広げるために英語は決して無駄になるものではない。ま
た、学生諸君の直近の目標である本学卒業後の進路を
決める際にも英語は重要な役割を担う。ある調査では調
査対象企業の半数以上が採用時に英語に関する資格
等を考慮すると回答している。インターネットの普及やeコ
マースの台頭など、ビジネス環境においてはこれまで以
上に「グローバル化」に対する企業の意識は高まりを見せ
ており、実戦的能力の基準の一つとして英語は重視され
ている。 
 本科目ではこうした状況に即応するために、英語関連
の資格試験（英検、TOEIC、TOEFL など）対策に重点を
置き、学生の将来設計の構築に資することを目的とし、
受講することによって特に TOEIC の出題傾向について
理解し、高校までで培った英語の能力を伸張させること
を到達目標とする。 
 

授業計画 

1. オリエンテーション 
2. TOEIC の概要（主に Reading Section について） 
3. Part 5 （短文穴埋め問題）の演習１ 
4. Part 5 （短文穴埋め問題）の演習２ 
5. Part 5 （短文穴埋め問題）の演習３ 
6. Part 5 （短文穴埋め問題）の演習４ 
7. Part 6 （長文穴埋め問題）の演習１ 
8. Part 7 （読解問題）の演習１ 
9. Part 7 （読解問題）の演習２ 
10. Part 7 （読解問題）の演習３ 
11. Part 7 （読解問題）の演習４ 
12. Part 7 （読解問題）の演習５ 
13. まとめ 1 
14. まとめ 2 
15. 期末試験 

履修上の 

注意及び 

準備学習 

（予習，復習 

について） 

毎回単語・熟語テストを実施するので、その準備は必須
である。また、毎回問題演習による「訓練」が続くため、
学生の取り組み次第で効果の出方が違う。よって受講
者の積極的な姿勢を期待する。なお、A1はTOEIC の主
にリスニングテストを対象とするもので、文法・読解問題
の分析と対策は A2 で取り扱うので、年間を通して A1、 
A2 の両方を受講することを強く推奨する。 

成績評価 

方法及び 

試験方法 

【成績評価方法】 
授業中に実施する問題演習・単語・熟語テストおよび期
末試験の成績を元に評価する。比率は概ね前者 30%、
後者 70%である。また、出席状況・授業への参加度など
を総合的に考慮する。 
【試験方法】 
授業期間内に期末試験を実施する。なお、理解度を見
るために中間試験を実施する場合がある。また、毎回の
授業で単語・熟語テストも実施する。 
 

教科書等 

最初の授業で指示する。 

備考 

 

 

 （202552） 

科 目 名 プレゼンテーション基礎演習Ｂ 

英文科目名 Basic Presentation Skill B 

教 員 名 神野 文子 

単 位 数 1 授業区分 選択 

年次配当 2 開講区分 
2013 年度 

前期 

授業概要 

及 び 

到達目標 

グローバル化、情報化の中で、ビジネス関連だけでなくあ
らゆる 
分野でプレゼンテーション能力は必要です。就職活動や
社会に出 
て、自分の考えや作品の良さをしっかり相手に伝えるた
めに、必 
要なプレゼンテーションの基本を理論と実践で教授しま
す。 
【到達目標】 
・相手に伝わるプレゼンテーションの理論が理解できる 
・相手に伝わるプレゼンテーションのための基本的スキ
ルの向上 
 

授業計画 

１ガイダンス、プレゼンテーションとは 
２コミュニケーションについて 
３話す目的について考える 
４聞き手の分析、データ収集 
５構成を考える 
６プレゼンテーション発表会 1 
７表現技術と話し方 
８会場設営、プレゼンテーション・ツール 
９非言語表現の力、提示資料 
10 レジュメ作成法、質疑応答のための準備 
11 プレゼンテーション発表会 2 
12 プレゼンテーション発表会 2 
13 プレゼンテーション発表会 2 
14 プレゼンテーション発表会 2 
15 まとめ 
 

履修上の 

注意及び 

準備学習 

（予習，復習 

について） 

【履修上の注意】 
履修制限科目（５０人）。事前登録方法については別途
指示する。 
【準備学習（予習・復習）】 
教科書を読み予習復習すること。プレゼンテーション発
表会に向け各自準備すること。 
 

成績評価 

方法及び 

試験方法 

平常点評価（100％） 
出席点・プレゼンテーション・提出課題を総合的に評価
する。 
 

教科書等 

教科書：福井有監修 大島武編著『プレゼンテーション
概論』 
（株）樹村房 1995 円（税込） 
 

備考 

 

 



（202710） 

科 目 名 芸術学Ｂ 

英文科目名 Philosophy of Arts B 

教 員 名 大森 弦史 

単 位 数 2 授業区分 選択 

年次配当 2 開講区分 
2013 年度 

後期 

授業概要 

及 び 

到達目標 

この講義では「〈創り手〉のための美術史」という副題のも
と、１年次の芸術学 A の内容を踏まえた上で、芸術表現
の基本問題について学ぶ。各回のテーマにもとづき、古
今東西の作例を取り上げながら、芸術作品を成立させて
いる様々な要素について考察する。今後、アニメーション
を含む現代のメディア芸術の領域で活動していく上で、よ
り実践的な知識を習得することができる。 

授業計画 

(1) ガイダンスとイントロダクション 
(2) 線と色彩 
(3) 遠近法とイリュージョン 
(4) 美術における時間と運動 
(5) 美術の形式・技法１ 
(6) 美術の形式・技法２ 
(7) 宗教と美術１ 
(8) 宗教と美術２ 
(9) 物語表現としての美術 
(10) 描写、リアリティ、リアリズム 
(11) 象徴と寓意 
(12) 性格・感情表現とカリカチュア 
(13) 装飾芸術論 
(14) 様式について 
(15) 期末試験と本年度のまとめ 

履修上の 

注意及び 

準備学習 

（予習，復習 

について） 

予習：次回のテーマについて参考書等を参照しておくこ
と。 
復習：授業で使用したスライド資料などを参照し、自分自
身の考えを養うこと。 

成績評価 

方法及び 

試験方法 

期末試験と平常点（授業への参加度など）を総合的に
勘案し成績評価する。 
期末試験の詳細については授業中に指示する。 
＊原則的に出席が 2/3 未満の者には単位認定しない。 

教科書等 

教科書は用いないが、以下を参考書として手元に置くこ
とを推奨する。 
＊高階秀爾監修『増補新装 カラー版 西洋美術史』
（美術出版社、2002 年、1,995 円） 
＊辻惟雄監修『増補新装 カラー版 日本美術史』（美
術出版社、2002 年、1,995 円） 
その他の参考図書は随時紹介する。 
必要に応じて資料を配布する。 

備考 

 

 

 （202722） 

科 目 名 美学 

英文科目名 Aesthetics 

教 員 名 平山 敬二 

単 位 数 2 授業区分 選択 

年次配当 2 開講区分 
2013 年度 

後期 

授業概要 

及 び 

到達目標 

 【授業概要】 
美学とは本来近代哲学の一分野として成立した美につ
いての哲学である。美は何処にどのように成立するの
か。美は人間にとってどのような意味を有するのか、美は
真や善とどのような関係にあるのか、美と美でないものと
の判断の基準は何処に求められるのか等、美について
の基本的な問いがその考察の対象となる。一方でまた
芸術についての哲学的な考察も美学の重要な課題であ
る。何故なら芸術とは端的に言えば美的価値を実現す
る技術であり、人間の諸活動の中でもとりわけ美という価
値と深いかかわりを持つものだからである。 
本講義では、歴史上の諸家の言説を参照しつつ、美や
芸術についての基本的な問いについて順次考察を進め
ていく。 
【到達目標】 
・美学における基本的な問題について、その哲学的考察
の意味を理解する。 
   
  
 

授業計画 

１）はじめに 
２）美学とは何か 
３）美的体験の存在論 
４）美的体験の構造論 
５）美的対象の構造論 
６）美的価値の原理論 
７）美的価値の特質論 
８）芸術と技術 
９）芸術の分類 
１０）芸術と歴史 
１１）芸術と風土 
１２）芸術と社会 
１３) 現代における諸問題(近代批判と美学) 
１４）現代における諸問題(グローバリズムとプルーラリズ
ム)  
１５）まとめ 
 

履修上の 

注意及び 

準備学習 

（予習，復習 

について） 

【履修上の注意】 
毎回出席をとる。各自ノートを準備し、講義における板書
内容及び講義内容をしっかりとノートすること。 
【準備学習（予習、復習）】 
各自が記録するノートを基に、講義内容について随時復
習をすると共に、講義に関連した著書を積極的に自ら読
む努力を心がけること。 

成績評価 

方法及び 

試験方法 

【成績評価方法】 
学期末の論述試験（５０％）と出席状況（５０％）との総合
評価。 

教科書等 

 特定の教科書の購入は必要ない。参考書：木幡順三
『美と芸術の論理』（勁草書房 2,500 円）、利光功『美と
芸術のフェイズ』（勁草書房 3,000 円）、ヘンクマン他編
『美学のキーワード』（勁草書房 4,200 円）、佐々木健
一『美学辞典』（東京大学出版会 3,914 円） 

備考 

 

 



（202731） 

科 目 名 心理学 

英文科目名 Psychology 

教 員 名 増田 早哉子 

単 位 数 2 授業区分 選択 

年次配当 2 開講区分 
2013 年度 

後期 

授業概要 

及 び 

到達目標 

近年人間を理解しようとする動きが盛んになるにしたがっ
て、ひとの「心」や、「心」を対象とした学問である心理学
に関する関心も高まっている。では、「心」とは何を指して
いるのだろうか。 
 本講義では、心理学が対象とする様々なかたちの「心」
を自然科学的にとらえ、その基本的な知見を得ることを
目的としている。また最近の脳科学の知見が行動科学に
与える多大な影響を鑑み、脳科学からの心理学への貢
献に若干比重をおきながら講義を進める。 

授業計画 

1. ガイダンス：心理学とはどのような学問か。 
2. 感覚・知覚：ひとは環境をどのようにとらえているの
か。 
3. 学習：経験や環境はひとの行動にどのような影響を与
えるか。 
4. 記憶：記憶は変容するのか。生まれたときの記憶はあ
るのか。 
5. 事実と推論：誤認や誤信はなぜおこるのか。 
6. 感情と行動：感情によって、我々の認知や行動はどの
ような影響を受けるのか。 
7. 対人認知：第一印象は正しいのか。 
8. 魅力：友人や恋人をどのように決めるのか。 
9. 対人関係：他者との関係は、なにがきっかけで深まっ
ていくのか。 
10. 態度：日常生活における意見や態度は、どのように
形成されるのか。 
11. 説得と強制：他者の態度・認知をかえるための効果
的な方法とは。 
12. 集団と個人：競争や共同関係はどのようなときに生
じるのか。 
13. 他者の存在：他者の存在は、我々の行動に影響を
与えるのか。 
14. 知能：頭のよさとはなにで決まるのか。 
15. 発達：幼児期における心身の発達的特徴を理解す
る。 

履修上の 

注意及び 

準備学習 

（予習，復習 

について） 

［履修上の注意］ 
 デモンストレーションや質問など授業への積極的な参
加を歓迎する。私語は慎むこと。 
［準備学習］ 
 簡単な心理デモンストレーションに参加してもらうことも
あるため、予習はとくに必要ない。(予備知識をもたない
naive な状態と、事前知識をもっている場合とでは結果が
異なることが予測されるため) 
 内容は日常生活と深くかかわるものなので、授業後は
常に、自分の生活において講義内容を振り返ってほし
い。 

成績評価 

方法及び 

試験方法 

［成績評価方法］ 
試験またはレポートで評価を行う。（100 点） 
授業中の小レポートおよびアンケートへの参加が加点さ
れる。（1 本につき 5 点） 
［試験方法］ 
・試験またはレポート： 内容など詳細については授業中
に指示する 
・小レポートおよびアンケート： 授業中に不定期に実施 

教科書等 

指定なし 
授業でプリントを配布する 

備考 

 

 

 （202740） 

科 目 名 西洋美術史Ｂ 

英文科目名 History of European Art B 

教 員 名 大森 弦史 

単 位 数 2 授業区分 選択 

年次配当 2 開講区分 
2013 年度 

前期 

授業概要 

及 び 

到達目標 

【授業概要】盛期ルネサンスから 19 世紀までの西洋美
術史を概説する。重要な作家・作品を中心に取り上げな
がら、それぞれの時代・地域の表現上の特質、作品の
機能・意味などについて解説する。また絵画・彫刻のみ
ならず、建築・工芸などにも広く目配りし、視覚芸術の多
様性について学ぶ。 
【到達目標】近世・近代の西洋美術史に関する基礎知
識を身につけること。〈創り手〉にとって美術史は霊感の
宝庫である。まずは「知り」、そしてその知識を自身の制
作に有効に活用していくことが期待される。 

授業計画 

(1) イントロダクション 
(2) ルネサンス 1 
(3) ルネサンス 2 
(4) ルネサンス 3 
(5) マニエリスム 
(6) ヴェネツィア派 
(7) 北方ルネサンス 
(8) バロック 1：イタリア 
(9) バロック 2：スペイン 
(10) バロック 3：フランドルとオランダ 
(11) 古典主義からロココへ：17－18 世紀フランス 
(12) 新古典主義とロマン主義 
(13) レアリスムからマネへ 
(14) 印象主義とその後 
(15) 期末試験とまとめ 

履修上の 

注意及び 

準備学習 

（予習，復習 

について） 

【履修上の注意】 
「西洋美術史 A」を履修していることが望ましい。 
【準備学習（予習、復習）】 
美術全集・参考書などをあたり、予習・復習に努めるの
が望ましい。 

成績評価 

方法及び 

試験方法 

【成績評価方法】 
全体を 100 点として評価する。 
(1) 平常点（授業への参加度など）：30 点 
(2) 期末試験：70 点 
＊原則的に出席が 2/3 未満の者には単位認定しない。 
【試験方法】 
期末試験：選択式・筆記、持込み不可 

教科書等 

教科書は用いないが、以下のいずれかを、参考書として
手元に置くことを推奨する。 
＊高階秀爾監修『増補新装 カラー版 西洋美術史』
（美術出版社、2002 年、1,995 円） 
＊千足伸行監修『新・西洋美術史』（西村書店、1999
年、2,940 円） 

備考 

 

 



（202750） 

科 目 名 日本・東洋美術史Ｂ 

英文科目名 History of Oriental and Japanese Art B 

教 員 名 石川 健次 

単 位 数 2 授業区分 選択 

年次配当 2 開講区分 
2013 年度 

前期 

授業概要 

及 び 

到達目標 

近世以後の日本美術を対象とする。 
具体的には、中国や韓国などアジアの国々を視野に、主
に江戸時代に展開されたさまざまな美術動向を概観、
紹介する。 
江戸時代を通じて画壇のトップに君臨し続けた狩野派を
はじめ、世界的にも人気が高い喜多川歌麿や葛飾北
斎、歌川広重などの浮世絵、写実を基礎とする円山応
挙や呉春らの円山・四条派、俵屋宗達をフロンティアに、
尾形光琳、酒井抱一へと時空を超えて継承された琳
派、さらに西洋の影響のもとに生まれた洋風画や池大
雅、与謝蕪村らの文人画（南画）、奇想の画家と呼ばれ
る伊藤若冲や曾我蕭白、長沢芦雪など、日本美術史上
まれに見る華麗で多彩なアートが、江戸時代には花開い
た。この江戸時代の美術、とりわけ絵画を、写真や映
像、ビデオなど豊富な視覚資料とともに紹介してゆく。も
ちろん、彫刻にも目を配るほか、近代（明治）以後の美術
についても、可能な範囲で触れてみたい。 
 

授業計画 

最初の授業（ガイダンス）のなかで詳述するが、全１５回
を概観すると、おおむね次のような進行となるだろう。 
１、ガイダンス（江戸時代とは？） 
２、狩野派の君臨 
３、狩野派の衰亡と功罪 
４、琳派・前編～俵屋宗達から尾形光琳へ 
５、琳派・後編～酒井抱一と鈴木其一 
６、円山四条派～円山応挙、呉春 
７、奇想の画家・前編～若冲を中心に 
８、奇想の画家・後編～蕭白を中心に 
９、文人画～池大雅、与謝蕪村、渡辺崋山を中心に 
１０、禅画（あるいは、江戸時代の彫刻） 
１１、浮世絵・前編 
１２、浮世絵・後編 
１３、洋風画 
１４、近代の絵画～洋画・日本画をめぐって 
１５、まとめ＆試験 
＊上記は予定であり、授業の進行状況など諸事情によ
って変更する場合がある。また、授業の中で、随時、小
論文や小テストを実施する。 
 

履修上の 

注意及び 

準備学習 

（予習，復習 

について） 

最初の授業（ガイダンス）のなかで触れる。そのため、ガ
イダンスには必ず出席してください。 

成績評価 

方法及び 

試験方法 

「出席」が肝心なのは言うまでもないが、授業時間内に
実施する「小論文・小テスト」を評価の対象として重視す
るほか、最終授業で行う「まとめ＆試験」の結果を最重
要視する。出席が芳しくなく、しかも試験の結果が極めて
よくない場合、単位を認めないことがある。 
 

教科書等 

教科書は指定しない。授業のつど、概要をまとめたレジメ
を配布する。 

備考 

 

 

 （202752） 

科 目 名 日本・東洋美術史Ｂ 

英文科目名 History of Oriental and Japanese Art B 

教 員 名 石川 健次 

単 位 数 2 授業区分 選択 

年次配当 2 開講区分 
2013 年度 

前期 

授業概要 

及 び 

到達目標 

近世以後の日本美術を対象とする。 
具体的には、中国や韓国などアジアの国々を視野に、
主に江戸時代に展開されたさまざまな美術動向を概
観、紹介する。 
江戸時代を通じて画壇のトップに君臨し続けた狩野派を
はじめ、世界的にも人気が高い喜多川歌麿や葛飾北
斎、歌川広重などの浮世絵、写実を基礎とする円山応
挙や呉春らの円山・四条派、俵屋宗達をフロンティアに、
尾形光琳、酒井抱一へと時空を超えて継承された琳
派、さらに西洋の影響のもとに生まれた洋風画や池大
雅、与謝蕪村らの文人画（南画）、奇想の画家と呼ばれ
る伊藤若冲や曾我蕭白、長沢芦雪など、日本美術史上
まれに見る華麗で多彩なアートが、江戸時代には花開い
た。この江戸時代の美術、とりわけ絵画を、写真や映
像、ビデオなど豊富な視覚資料とともに紹介してゆく。も
ちろん、彫刻にも目を配るほか、近代（明治）以後の美術
についても、可能な範囲で触れてみたい。 
 

授業計画 

最初の授業（ガイダンス）のなかで詳述するが、全１５回
を概観すると、おおむね次のような進行となるだろう。 
１、ガイダンス（江戸時代とは？） 
２、狩野派の君臨 
３、狩野派の衰亡と功罪 
４、琳派・前編～俵屋宗達から尾形光琳へ 
５、琳派・後編～酒井抱一と鈴木其一 
６、円山四条派～円山応挙、呉春 
７、奇想の画家・前編～若冲を中心に 
８、奇想の画家・後編～蕭白を中心に 
９、文人画～池大雅、与謝蕪村、渡辺崋山を中心に 
１０、禅画（あるいは、江戸時代の彫刻） 
１１、浮世絵・前編 
１２、浮世絵・後編 
１３、洋風画 
１４、近代の絵画～洋画・日本画をめぐって 
１５、まとめ＆試験 
＊上記は予定であり、授業の進行状況など諸事情によ
って変更する場合がある。また、授業の中で、随時、小
論文や小テストを実施する。 
 

履修上の 

注意及び 

準備学習 

（予習，復習 

について） 

最初の授業（ガイダンス）のなかで触れる。そのため、ガ
イダンスには必ず出席してください。 

成績評価 

方法及び 

試験方法 

「出席」が肝心なのは言うまでもないが、授業時間内に
実施する「小論文・小テスト」を評価の対象とするほか、
最終授業で行う「まとめ＆試験」の結果を最重要視す
る。出席が芳しくなく、しかも最終授業での「まとめ＆試
験」の結果が極めてよくない場合、単位を認めないことが
ある。 
 

教科書等 

教科書は指定しない。授業のつど、概要をまとめたレジメ
を配布する。 

備考 

 

 



（202760） 

科 目 名 造形心理学 

英文科目名 Psychology of Visual Arts 

教 員 名 望月 正哉 

単 位 数 2 授業区分 選択 

年次配当 2 開講区分 
2013 年度 

後期 

授業概要 

及 び 

到達目標 

【授業概要】造形心理学は，人の心の働きを明らかにす
る心理学のなかでも，芸術作品の創造や鑑賞に関与す
る諸相を明らかにする学問である。しかし，行われる研究
は造形心理学という特定の学問の枠組みではなく，知覚
心理学や認知心理学などの一般的な心理学のなかで
行われることが多い。本講義では，視覚芸術に焦点を当
て，作品の創造や鑑賞に関わる人間の基礎的な能力
（主に知覚・認知）と造形の基礎となる色や形の心理学
的特性について概説する。 
【到達目標】芸術作品の鑑賞や製作に関わる人間の知
覚的・認知的特性を説明できるようになるとともに，芸術
作品がどのような特性を反映して作られたものなのかを
理解できる。 

授業計画 

以下のテーマを扱う予定であるが，受講生の習熟度や
最新の研究動向を踏まえて内容を変更する場合があ
る。 
1.ガイダンス 
2.視覚の基礎（1）視覚情報はどのように伝わっているの
か 
3.視覚の基礎（2）なぜ「かたち」は「かたち」と知覚される
のか 
4.視覚の基礎（3）ものが立体に見える理由 
5.視覚の基礎（4）さまざまな錯視 
6.視覚の基礎（5）知覚の恒常性とは 
7.視覚の基礎（6）色を知覚する 
8.色がもつイメージとその利用法 
9.視覚藝術における左右の問題 
10.空間認識の発達と描画 
11.芸術における空間の役割 
12.脳の働きと藝術活動 
13.絵が表現する心? 心が表現する絵? 
14.創造性とは何か? 
15.まとめと試験 

履修上の 

注意及び 

準備学習 

（予習，復習 

について） 

【履修上の注意】 
・授業は講義形式で進めるが，講義内外でテーマに関す
る簡単な課題を求めることがある。 
・交通機関等の遅延以外の理由での途中入室は基本
的には認めない。 
・受講マナーをもたない学生には，講義期間であっても
履修を取りやめさせる。 
【準備学習（予習・復習）】 
・必要最小限の資料は配布するが，講義中は理解促進
のために自身でノートをとり，自分なりの資料を完成させ
ること。 
・講義で紹介する内容が，普段の生活でも多く用いられ
ていることに気付けるようになることを望む。 

成績評価 

方法及び 

試験方法 

【成績評価方法】 
・期末試験と講義内外での課題を評価対象とする。詳細
については初回講義に参加して確認すること。 
・出席回数は成績に反映しない。 
【試験方法】 
・試験は筆記方式とする。試験の詳細は講義内で指示
する。 

教科書等 
・教科書は使用せず，必要に応じて資料を配布する。 
・参考書を紹介することがあるが，購入等は必須ではな
い。 

備考 

 

 

 （202770） 

科 目 名 アートマネジメント論 

英文科目名 Art Management 

教 員 名 茂木 崇 

単 位 数 2 授業区分 選択 

年次配当 2 開講区分 
2013 年度 

前期 

授業概要 

及 び 

到達目標 

【授業の目的】 
   アートは、アーティストが優れた作品を生み出そうと
努力するだけでは発展しません。アートと社会をつなぐマ
ネジメントの部分も重要です。 
 アートマネジメント論は、演劇制作における資金調達、
ネット上でのコンテンツの課金、NPO を活用した文化の普
及活動など、幅広く文化活動・文化産業の運営・経営に
ついて考える新しい学問です。 
 この授業はアートマネジメントの基本的な理論・考え方
を学ぶことを目的としています。 
【授業概要】 
理論的な説明の後、ブロードウェイの演劇制作の事例研
究を行います。 
【到達目標】 
アートマネジメントの基本的な考え方を説明できる。 

授業計画 

順序は前後することもありますが、概ね下記の項目を扱
います。 
1 イントロダクション 
2  ブランドとは何か 
3  破壊的イノベーションとは何か 
4 アートマネジメントを取り巻く現状 
5 創造経済論・創造都市論とは何か 
6 ブロードウェイ入門 
7 ブロードウェイの演劇制作の分析（１） 
8 同上（２） 
9 同上（３） 
10 批評の役割 
11  ブランド構築の重要性 
12 文化の経済効果 
13 ディスカッション（１） 
14 ディスカッション（２） 
15  まとめ 
 

履修上の 

注意及び 

準備学習 

（予習，復習 

について） 

初回の授業で受講を許可した方のみ科目登録できる履
修制限を行います。初回の授業に欠席ないし遅刻しな
いようにしてください。 
また、教室で配布する資料をよく読んでから授業に臨
み、授業終了後授業中に紹介する参考文献を必ず読
んでください。 

成績評価 

方法及び 

試験方法 

平常点・レポートでもって成績評価を行います。ただ、担
当講師の話を聞くだけでなく、積極的に発言しようとする
努力が必要です。 

教科書等 

レジュメを配布します。特定の教科書は用いません。 

備考 

受講される皆さんが積極的に発言されればされるほど、
授業は面白くなります。積極的な受講を期待します。 

 



（202785） 

科 目 名 メディア演習Ｂ 

英文科目名 Seminar in Art and Communication Media B 

教 員 名 牟田 淳 

単 位 数 1 授業区分 選択 

年次配当 2 開講区分 
2013 年度 

前期 

授業概要 

及 び 

到達目標 

フラッシュによる WEB サイトを作成する 
魅力的な WEB コンテンツやアニメーション、インタラクテ
ィブアニメーションが作成できるフラッシュは今や芸術学
部の学生にとって定番ソフトとなりつつある。 
フラッシュを用いた魅力的なホームページでは、マウスを
のせるとボタンが動き出したり音楽が鳴ったり、WEB 上で
いろんなアニメーションが表示できたり、きれいな写真集
のページやその他インタラクティブなホームページなどが
簡単に作れてしまう。 
この授業ではフラッシュが初めての学生を対象に、写真
集ページなどの簡単なフラッシュ・WEB サイト作成を通じ
て基本的なフラッシュの技術を身につけていく。演習は
すべて文系の学生向けに作られているので、安心して受
講してほしい。 
-------------------------------- 
ただし、上級者向けもしくは理系向けには、授業ではやら
ないが、プログラミングを用いたフラッシュサイト作成のた
めの資料も配布する。 

授業計画 

1. ガイダンス 
第 1 部 フラッシュによるアニメ、描画 
 2. お花見ちょうちょのアニメーション 1--フラッシュアニ
メーションの基本-- 
 3. お花見ちょうちょのアニメーション 2--フラッシュアニ
メーションの応用（フェードイン、シンボルなど） -- 
 4. フラッシュによる簡単な描画 
 5. トップページ、ボタンの作成 
第 2 部 フラッシュによるサイト作成 
 6. ボタンによるロールオーバー 
 7. フラッシュ・ホームページのボタン、リンク作成  
 8.フラッシュ・ホームページ本体の作成 
 9. 自分流アレンジ日 
第 3 部 色々なフラッシュ・サイト I 
10. 作品集 I 
11. 作品集 II 
12. 工芸大クイズ I  
13. 工芸大クイズ II 
14. 製作日 
15. フラッシュ WEB サイト発表会 
--------------------- 
第 4 部 色々なフラッシュ・サイト II（授業では基本的には
やらず、時間が余ったら行う。資料配布のみの予定。上
級者、時間の余った人向け） 
16. 外部ファイル、テキストの読み込み。 
17. マウスイベント１ マウスにくっついてくる絵 
18. マウスイベント２ マウスを使ったインタラクティブ作
品 
 

履修上の 

注意及び 

準備学習 

（予習，復習 

について） 

履修者が PC 演習室の PC の数より多い場合、履修制限
を行う。履修者が多い場合は第一回目の授業に出席し
ている学生を優先するので、ガイダンスに出席してくださ
い。 
演習授業なので遅刻、欠席をしない 
PC に慣れておきましょう 

成績評価 

方法及び 

試験方法 

【成績評価方法】 
欠席回数が授業回数の 1/3 を超えない事を前提として
以下の配分で成績をつけます。 
１. レポート：60 点 
２. 出席管理システムに出席登録したうえで授業中課
題：40 点 
【試験方法】 
試験はなし 

教科書等 教科書：なし 

備考 

 

 

 （202786） 

科 目 名 メディア演習Ｂ 

英文科目名 Seminar in Art and Communication Media B 

教 員 名 小松 修 

単 位 数 1 授業区分 選択 

年次配当 2 開講区分 
2013 年度 

前期 

授業概要 

及 び 

到達目標 

１年次のメディア演習、情報処理演習において、パソコン
の基本的な使い方はマスターしている。 
２年次においては、芸術学部学生として必須のパソコン
基礎・応用として、代表的な画像処理ソフト・イラストレー
ター、フォトショップを用いた実際的な作品制作、加工、
編集の方法を学ぶ。 
画像処理作業には欠かせないペンタブレットの使い方、
効果も習得する。 

授業計画 

①イラストレーター（パスの基本・ペンツールの使い方) 
②イラストレーター（トレースとパスの分割・塗り分け・ライ
ブペイント) 
③イラストレーター（トレースと立体的なイラスト) 
④イラストレーター（グラデーションの使い方） 
⑤イラストレーター（地図の描き方） 
⑥イラストレーター（DM はがき印刷用レイアウト プラン作
り・素材制作） 
⑦イラストレーター（DM はがき印刷用レイアウト 印刷原
稿制作） 
⑧フォトショップ（写真の修正、色調補正） 
⑨フォトショップ（各種ブラシの使い方） 
⑩フォトショップ（選択テクニック） 
⑪フォトショップ（画像合成・消去） 
⑫フォトショップ（画像合成・テクスチュア適用） 
⑬フォトショップ（立体的なロゴ作成） 
⑭最終課題 イラストレーター、フォトショップを使ったポ
スター（プラン作り・素材制作） 
⑮最終課題 イラストレーター、フォトショップを使ったポ
スター（印刷原稿制作）提出 
 

履修上の 

注意及び 

準備学習 

（予習，復習 

について） 

演習授業なので遅刻、欠席をしない 
PC 演習室を使うので、アカウント・パスワードの情報を必
ず持参すること。 
勉強したことは、自習室パソコンを用いて自分のスキル
になるまで習得しておくこと。 

成績評価 

方法及び 

試験方法 

【成績評価方法】 
イラストレーター、フォトショップを使用した、毎回の小課
題点と最終課題点、平常点、出席を併せて評価する。 
【試験方法】 
演習なので試験はない。 

教科書等 

教科書は使用しない。 
随時プリントを配布し、Delivery Disk にもアップしておくの
で参照できる。 
 

備考 

 

 



（202795） 

科 目 名 情報処理演習Ⅱ 

英文科目名 Information Processing II 

教 員 名 牟田 淳 

単 位 数 1 授業区分 選択 

年次配当 2 開講区分 
2013 年度 

前期 

授業概要 

及 び 

到達目標 

フラッシュによる WEB サイトを作成する 
魅力的な WEB コンテンツやアニメーション、インタラクテ
ィブアニメーションが作成できるフラッシュは今や芸術学
部の学生にとって定番ソフトとなりつつある。 
フラッシュを用いた魅力的なホームページでは、マウスを
のせるとボタンが動き出したり音楽が鳴ったり、WEB 上で
いろんなアニメーションが表示できたり、きれいな写真集
のページやその他インタラクティブなホームページなどが
簡単に作れてしまう。 
この授業ではフラッシュが初めての学生を対象に、写真
集ページなどの簡単なフラッシュ・WEB サイト作成を通じ
て基本的なフラッシュの技術を身につけていく。演習は
すべて文系の学生向けに作られているので、安心して受
講してほしい。 
-------------------------------- 
ただし、上級者向けもしくは理系向けには、授業ではやら
ないが、プログラミングを用いたフラッシュサイト作成のた
めの資料も配布する。 

授業計画 

1. ガイダンス 
第 1 部 フラッシュによるアニメ、描画 
 2. お花見ちょうちょのアニメーション 1--フラッシュアニ
メーションの基本-- 
 3. お花見ちょうちょのアニメーション 2--フラッシュアニ
メーションの応用（フェードイン、シンボルなど） -- 
 4. フラッシュによる簡単な描画 
 5. トップページ、ボタンの作成 
第 2 部 フラッシュによるサイト作成 
 6. ボタンによるロールオーバー 
 7. フラッシュ・ホームページのボタン、リンク作成  
 8.フラッシュ・ホームページ本体の作成 
 9. 自分流アレンジ日 
第 3 部 色々なフラッシュ・サイト I 
10. 作品集 I 
11. 作品集 II 
12. 工芸大クイズ I  
13. 工芸大クイズ II 
14. 製作日 
15. フラッシュ WEB サイト発表会 
--------------------- 
第 4 部 色々なフラッシュ・サイト II（授業では基本的には
やらず、時間が余ったら行う。資料配布のみの予定。上
級者、時間の余った人向け） 
16. 外部ファイル、テキストの読み込み。 
17. マウスイベント１ マウスにくっついてくる絵 
18. マウスイベント２ マウスを使ったインタラクティブ作
品 
 

履修上の 

注意及び 

準備学習 

（予習，復習 

について） 

履修者が PC 演習室の PC の数より多い場合、履修制限
を行う。履修者が多い場合は第一回目の授業に出席し
ている学生を優先するので、ガイダンスに出席してくださ
い。 
演習授業なので遅刻、欠席をしない 
PC に慣れておきましょう 

成績評価 

方法及び 

試験方法 

【成績評価方法】 
欠席回数が授業回数の 1/3 を超えない事を前提として
以下の配分で成績をつけます。 
１. レポート：60 点 
２. 出席管理システムに出席登録したうえで授業中課
題：40 点 
【試験方法】 
試験はなし 

教科書等 教科書：なし 

備考 

 

 

 （202796） 

科 目 名 情報処理演習Ⅱ 

英文科目名 Information Processing II 

教 員 名 小松 修 

単 位 数 1 授業区分 選択 

年次配当 2 開講区分 
2013 年度 

前期 

授業概要 

及 び 

到達目標 

１年次のメディア演習、情報処理演習において、パソコン
の基本的な使い方はマスターしている。 
２年次においては、芸術学部学生として必須のパソコン
基礎・応用として、代表的な画像処理ソフト・イラストレー
ター、フォトショップを用いた実際的な作品制作、加工、
編集の方法を学ぶ。 
画像処理作業には欠かせないペンタブレットの使い方、
効果も習得する。 

授業計画 

①イラストレーター（パスの基本・ペンツールの使い方) 
②イラストレーター（トレースとパスの分割・塗り分け・ライ
ブペイント) 
③イラストレーター（トレースと立体的なイラスト) 
④イラストレーター（グラデーションの使い方） 
⑤イラストレーター（地図の描き方） 
⑥イラストレーター（DM はがき印刷用レイアウト プラン作
り・素材制作） 
⑦イラストレーター（DM はがき印刷用レイアウト 印刷原
稿制作） 
⑧フォトショップ（写真の修正、色調補正） 
⑨フォトショップ（各種ブラシの使い方） 
⑩フォトショップ（選択テクニック） 
⑪フォトショップ（画像合成・消去） 
⑫フォトショップ（画像合成・テクスチュア適用） 
⑬フォトショップ（立体的なロゴ作成） 
⑭最終課題 イラストレーター、フォトショップを使ったポ
スター（プラン作り・素材制作） 
⑮最終課題 イラストレーター、フォトショップを使ったポ
スター（印刷原稿制作）提出 
 

履修上の 

注意及び 

準備学習 

（予習，復習 

について） 

演習授業なので遅刻、欠席をしない 
PC 演習室を使うので、アカウント・パスワードの情報を必
ず持参すること。 
勉強したことは、自習室パソコンを用いて自分のスキル
になるまで習得しておくこと。 

成績評価 

方法及び 

試験方法 

【成績評価方法】 
イラストレーター、フォトショップを使用した、毎回の小課
題点と最終課題点、平常点、出席を併せて評価する。 
【試験方法】 
演習なので試験はない。 

教科書等 

教科書は使用しない。 
随時プリントを配布し、Delivery Disk にもアップしておくの
で参照できる。 
 

備考 

 

 



（202804） 

科 目 名 メディア演習Ｃ 

英文科目名 Seminar in Art and Communication Media C 

教 員 名 牟田 淳 

単 位 数 1 授業区分 選択 

年次配当 2 開講区分 
2013 年度 

後期 

授業概要 

及 び 

到達目標 

テレビの合成映像や古びたフィルム風の映像、リアルな
海の映像や SF 映像を見て、こういうすごい映像作品を
作るには非常に高価な編集機器が必要だとは思ってい
ないだろうか？ 
PC 性能の急激な進歩により、アフターエフェクツなどのソ
フトを使うことによりかなり本格的な映像ですらも簡単に
作れるようになりつつある。例えば自分が宇宙やタヒチを
旅行している映像はブルーバックを背景に自分を撮影し
アフターエフェクツで処理するだけで簡単に作れてしま
う。単なる静止画に動きを吹き込むアニメーションも、フ
ラッシュよりも簡単にかつはるかに精細に作れてしまう。 
実用の面からもパワーポイントの代わりに映像を用いたわ
かりやすいプレゼンテーションが使われたり、WEB におけ
る動画表現も普及し、映像による芸術表現は様々な芸
術関係の人々にとって、広く普及している。 
さらに言えば、現在では芸術学部でない文系大学の多く
が映像制作を授業に取り入れている。このようなことから
も、芸術学部の学生であれば、ある程度の映像制作がで
きることが望ましいと言えるでしょう。 
この授業では映像製作の定番ソフトであるアフターエフェ
クツによる映像制作を簡単な実例を通じて学び、最終的
にオリジナルな短編作品を作成していく。 
この授業は芸術学部の複数の学科またはコース一緒の
授業なので、他学科・他コースの学生とお友達になりまし
ょう。 
 

授業計画 

1.  ガイダンス  
第 1 部 アフターエフェクツ技術編 
2.  夜空に願いを I--アフターエフェクツの基本--   
3.  夜空に願いを II--テキストアニメーション-- 
4.  天国に一番近い島Ⅰ--色調補正、変形、ブラー、
場面転換、--   
5.  天国に一番近い島Ⅱ--スローモーション、停止、リ
バース、手書き風アニメーション-- 
6.     ビデオ使用法、ブルーバックを用いた合成映像
素材撮影、音楽、映像素材の取り込み   
7.     秋のオキナワは貸切のビーチ--合成映像作成
--  
8.     UFO と宇宙人参上Ⅰ--コンポジションのネスト
化、調整レイヤ--   
9.    UFO と宇宙人参上Ⅱ--親子、ヌルオブジェクト-- 
10.  卒業写真集～3 次元アニメ--   
11. クリスマス--文字（パス）アニメーション--   
第 2 部 短編作品制作 
12. 最終作品撮影日、素材作成日  
13. 作品制作日  
14. 仕上げ日  
15. 作品発表会  
 

履修上の 

注意及び 

準備学習 

（予習，復習 

について） 

履修者が PC 演習室の PC の数より多い場合、履修制限
を行う。履修者が多い場合は授業に出席している学生を
優先するので、ガイダンスに出席してください。 
演習授業なので遅刻、欠席をしない 
PC に慣れておいてください。 

成績評価 

方法及び 

試験方法 

【成績評価方法】 
欠席回数が授業回数の１／３を超えない事。その前提
の上で授業中課題点、最終作品点 
授業中課題点 60 点 
最終作品点 40 点 
 

教科書等 

教科書 なし 
参考書 After Effects Proffesional studio 
        Adobe After Effects 7.0 Hyper Handbook 
        Adobe After Effects エフェクト大全 

備考 

 

 

 （202805） 

科 目 名 メディア演習Ｃ 

英文科目名 Seminar in Art and Communication Media C 

教 員 名 小松 修 

単 位 数 1 授業区分 選択 

年次配当 2 開講区分 
2013 年度 

後期 

授業概要 

及 び 

到達目標 

Web アニメーション作成、インタラクティブデザインツール
としての「FLASH」の基礎的な使い方を習得し、実際に
Web アニメーション作成、Web サイトデザイン、インタラク
ティブゲームなどに応用できる力をつける。 
FLASH の基礎編の演習です。 

授業計画 

① FLASH の概要（各種描画ツール、パネルなどの使い
方） 
② 基本機能（パラパラアニメ作成） 
③ パブリッシュ（出力）とサーバーへのアップ 
④ グラデーションツールの使い方 
⑤ トゥイーンアニメの作り方（シンボルとインスタンス） 
⑥ シェイプトゥイーンアニメ 
⑦ シンボル内アニメ（ボール）イージング 
⑧ シンボル内アニメ（羽ばたく鳥） 
⑨ テキストの加工、アニメーション 
⑩ マスクの使い方 
⑪ アクションスクリプト 1（ボタンの作り方・ページへの移
動） 
⑫ アクションスクリプト 2（ムービークリップ制御） 
⑬ アクションスクリプト 3（入れ子のムービークリップ制
御） 
⑭ 最終課題 FLASH Web ページ作成（プラン作り、素
材制作） 
⑮ 最終課題 FLASH Web ページ作成、サーバーへア
ップ、確認  
 

履修上の 

注意及び 

準備学習 

（予習，復習 

について） 

演習なので遅刻、欠席をしない 
勉強したことは、自習室パソコンを用いて自分のスキル
になるまで習得しておくこと。  
 

成績評価 

方法及び 

試験方法 

【成績評価方法】 
Flash を使用した、毎回の小課題・最終課題の点、平常
点、出席を総合的に評価。 
【試験方法】 
演習なので試験はない。 
 

教科書等 

教科書は使用しない。プリントを配布し、デリバリーディス
クでもプリントを参照できる。 

備考 

 

 



（202814） 

科 目 名 メディア情報機器演習Ⅱ 

英文科目名 Seminar in Communication Media II 

教 員 名 牟田 淳 

単 位 数 1 授業区分 選択 

年次配当 2 開講区分 
2013 年度 

後期 

授業概要 

及 び 

到達目標 

テレビの合成映像や古びたフィルム風の映像、リアルな
海の映像や SF 映像を見て、こういうすごい映像作品を
作るには非常に高価な編集機器が必要だとは思ってい
ないだろうか？ 
PC 性能の急激な進歩により、アフターエフェクツなどのソ
フトを使うことによりかなり本格的な映像ですらも簡単に
作れるようになりつつある。例えば自分が宇宙やタヒチを
旅行している映像はブルーバックを背景に自分を撮影し
アフターエフェクツで処理するだけで簡単に作れてしま
う。単なる静止画に動きを吹き込むアニメーションも、フ
ラッシュよりも簡単にかつはるかに精細に作れてしまう。 
実用の面からもパワーポイントの代わりに映像を用いたわ
かりやすいプレゼンテーションが使われたり、WEB におけ
る動画表現も普及し、映像による芸術表現は様々な芸
術関係の人々にとって、広く普及している。 
さらに言えば、現在では芸術学部でない文系大学の多く
が映像制作を授業に取り入れている。このようなことから
も、芸術学部の学生であれば、ある程度の映像制作がで
きることが望ましいと言えるでしょう。 
この授業では映像製作の定番ソフトであるアフターエフェ
クツによる映像制作を簡単な実例を通じて学び、最終的
にオリジナルな短編作品を作成していく。 
この授業は芸術学部の複数の学科またはコース一緒の
授業なので、他学科・他コースの学生とお友達になりまし
ょう。 
 

授業計画 

1.  ガイダンス  
第 1 部 アフターエフェクツ技術編 
2.  夜空に願いを I--アフターエフェクツの基本--   
3.  夜空に願いを II--テキストアニメーション-- 
4.  天国に一番近い島Ⅰ--色調補正、変形、ブラー、
場面転換、--   
5.  天国に一番近い島Ⅱ--スローモーション、停止、リ
バース、手書き風アニメーション-- 
6.     ビデオ使用法、ブルーバックを用いた合成映像
素材撮影、音楽、映像素材の取り込み   
7.     秋のオキナワは貸切のビーチ--合成映像作成
--  
8.     UFO と宇宙人参上Ⅰ--コンポジションのネスト
化、調整レイヤ--   
9.    UFO と宇宙人参上Ⅱ--親子、ヌルオブジェクト-- 
10.  卒業写真集～3 次元アニメ--   
11. クリスマス--文字（パス）アニメーション--   
第 2 部 短編作品制作 
12. 最終作品撮影日、素材作成日  
13. 作品制作日  
14. 仕上げ日  
15. 作品発表会  
 

履修上の 

注意及び 

準備学習 

（予習，復習 

について） 

履修者が PC 演習室の PC の数より多い場合、履修制限
を行う。履修者が多い場合は授業に出席している学生を
優先するので、ガイダンスに出席してください。 
演習授業なので遅刻、欠席をしない 
PC に慣れておいてください。 

成績評価 

方法及び 

試験方法 

【成績評価方法】 
欠席回数が授業回数の１／３を超えない事。その前提
の上で出席点と授業中課題点、最終作品点 
出席点 30 点 
授業中課題点 30 点(各５点×６) 
最終作品点 40 点 
 

教科書等 

教科書 なし 
参考書 After Effects Proffesional studio 
        Adobe After Effects 7.0 Hyper Handbook 
        Adobe After Effects エフェクト大全 

備考 

 

 

 （202815） 

科 目 名 メディア情報機器演習Ⅱ 

英文科目名 Seminar in Communication Media II 

教 員 名 小松 修 

単 位 数 1 授業区分 選択 

年次配当 2 開講区分 
2013 年度 

後期 

授業概要 

及 び 

到達目標 

Web アニメーション作成、インタラクティブデザインツール
としての「FLASH」の基礎的な使い方を習得し、実際に
Web アニメーション作成、Web サイトデザイン、インタラク
ティブゲームなどに応用できる力をつける。 
FLASH の基礎編の演習です。 

授業計画 

① FLASH の概要（各種描画ツール、パネルなどの使い
方） 
② 基本機能（パラパラアニメ作成） 
③ パブリッシュ（出力）とサーバーへのアップ 
④ グラデーションツールの使い方 
⑤ トゥイーンアニメの作り方（シンボルとインスタンス） 
⑥ シェイプトゥイーンアニメ 
⑦ シンボル内アニメ（ボール）イージング 
⑧ シンボル内アニメ（羽ばたく鳥） 
⑨ テキストの加工、アニメーション 
⑩ マスクの使い方 
⑪ アクションスクリプト 1（ボタンの作り方・ページへの移
動） 
⑫ アクションスクリプト 2（ムービークリップ制御） 
⑬ アクションスクリプト 3（入れ子のムービークリップ制
御） 
⑭ 最終課題 FLASH Web ページ作成（プラン作り、素
材制作） 
⑮ 最終課題 FLASH Web ページ作成、サーバーへア
ップ、確認  
 

履修上の 

注意及び 

準備学習 

（予習，復習 

について） 

演習なので遅刻、欠席をしない 
勉強したことは、自習室パソコンを用いて自分のスキル
になるまで習得しておくこと。  
 

成績評価 

方法及び 

試験方法 

【成績評価方法】 
Flash を使用した、毎回の小課題・最終課題の点、平常
点、出席を総合的に評価。 
【試験方法】 
演習なので試験はない。 
 

教科書等 

教科書は使用しない。プリントを配布し、デリバリーディス
クでもプリントを参照できる。 

備考 

 

 



（203010） 

科 目 名 国際文化比較論 

英文科目名 Comparative Study of World Cultures 

教 員 名 松中 義大 

単 位 数 2 授業区分 選択 

年次配当 3 開講区分 
2013 年度 

後期 

授業概要 

及 び 

到達目標 

授業概要 
 比較文化論とは大変に幅が広い学問分野です。また、
学者だけが研究してきたものでもなく、例えば旅行家、探
検家は訪れた土地の文化と自分の文化とを比較・考察
したことでしょう。あるいは、もっと近いところでは「○○家」
の文化と「△△家」の文化の違いを皆さんも学校などで
友人と話すうちに気付いたのではないでしょうか。地球上
の至る所で、人々は長い年月をかけて、その地に固有の
文化を育んできました。特に、私たち日本人は古来から
の固有の文化に加え、古くは中国からの影響、近代にな
ってからは西洋の文化の影響を強く受けて、日本の文化
を形成してきました。この科目では、比較する元となる日
本文化とは何か、という点にこだわりつつ、特に影響の強
い西洋の文化をどう受け入れたかという点を考えてみま
す。そして、単に「比較」するという視点を超えて、いかに
私たちの世界観が様々な文化の影響を受けているか（ど
の文化にも根ざさない根無し草となる危険があるか）とい
うことを論じていきます。 
到達目標 
・自分たちの拠って立つ文化的基盤をより客観的にとら
えることが出来る。 
・様々な文化を相対的に比較することで、複眼的（国際
的）視野と姿勢を身につけられる。 

授業計画 

１．ガイダンス 
～日本語にみる日本文化（他の言語との比較からわか
ること）～ 
２．日本語の「わたし」、英語の「わたし」 
３．ウチとソト 
４．日本語の好み、英語の好み 
５．コミュニケーションのあり方 
～日本の文化と西洋の文化～ 
６．庭園にみる自然観の違い 
７．視点と芸術・文化 
８．外国人から見た日本 
９．日本文化と歩んだ欧米人 
１０．西洋文化に触れた明治日本 
１１．西洋音楽との出会い（１） 
１２．西洋音楽との出会い（２） 
１３．映画・マンガ・アニメ（１） 
１４．映画・マンガ・アニメ（２） 
１５．世界の中の日本、まとめ 

履修上の 

注意及び 

準備学習 

（予習，復習 

について） 

・授業計画は進行状況により変動することがあります。 
・単に様々な文化に触れる（写真や映像で）という科目で
はなく、一歩踏み込んで文化の内面に切り込んでいくた
め、抽象的な話になることが多くなります。「ものを考え
る」ということを敬遠しがちな人には向かない科目です。 
・「客観的に日本の文化をみる」、また「西洋が日本文化
をどう見るか」という観点から、英語の文献を授業で扱う
ことがあります。「英語を見るのもイヤ」という人には履修
は推奨出来ません。 
・予習は特に必要としませんが、授業内容を元にレポート
を執筆してもらうので復習、または参考文献を元に発展
学習をすることを強く推奨します。 

成績評価 

方法及び 

試験方法 

【成績評価方法・試験方法】 
以下の２つを合わせて成績を評価します 
１．出席・小テスト（約６０％） 
授業最後に小テストを行います。また、出席管理システ
ムと授業後の小テストの両方で出席を確認します。 
２．期末レポート（約４０％） 
授業内容を元にして、レポートの作成を課します。 

教科書等 

毎回授業でプリントを配布します。 

備考 

 

 

 （203030） 

科 目 名 日本文学 

英文科目名 Japanese Literature 

教 員 名 今村 みゑ子 

単 位 数 2 授業区分 選択 

年次配当 3 開講区分 
2013 年度 

前期 

授業概要 

及 び 

到達目標 

【授業概要】 
 文学は時間・空間・領域を超えて創造される側面をも
っている。西洋文学と日本文学の交錯の中から模索さ
れるもの、過去の文学をヒントに新たなテーマを吹き込ま
れて蘇るもの、絵画など別の領域と関わるものなど、作
品の成立にはさまざまな背景がある。授業では特定の作
品を中心に読むが、その読みにとどまらず、作品成立の
背景にも目を配り、文学の広がりと創造の意味を考え
る。 
【到達目標】 
 授業内容について考察を深めたい問題点を見出し、
課題レポートとしてきちんとした小論文を作成することが
できる。 
 

授業計画 

１、『古事記』と『日本書紀』を比較する。 
  『古事記』および『日本書紀』における「ハヤブサワケ
皇子の叛乱」 
２、１の続き。 
３、夏目漱石『夢十夜』「第一夜」を読む。 
  「第一夜」、漱石『それから』、ノバーリス『青い花』 
４、３の続き。ハーン『破約』『お貞のはなし』『死んだ恋
人』 
５、３の続き。ロセッティ「祝福されし乙女」、ダンテ『神
曲』 
６、３の続き。漱石のテーマと創作の方法を考える。 
７、絵巻と説話の関連性について。   
  絵巻『鳥獣戯画』を文学から読み解く。 
８、７の続き。絵巻『鳥獣戯戯画』の作者像。 
９、７の続き。絵巻の作者とされる鳥羽僧正の説話を読
む。 
10、７の続き。鳥羽僧正と絵巻の作者像を比較。 
11、文学と漫画について。 
  宮沢賢治『注文の多い料理店』を読む。 
12、11 の続き。夏目房之介の同題の漫画を読む。 
13、11 の続き。オリジナルを漫画化することとは何か。 
14、古典と近代小説 
   『宇治拾遺物語』及び芥川龍之介『龍』を読む。 
15、14 の続き。オリジナルと創作の意味。 
 

履修上の 

注意及び 

準備学習 

（予習，復習 

について） 

・毎回の授業の始めに授業の趣旨を話すので遅刻しな
いこと。 
・単元毎にプリントを管理して、予習・復習に備える。 
・授業中は必ず板書をノートに取るなり、プリントに書き込
むなりすること。 

成績評価 

方法及び 

試験方法 

 期末提出レポートの評価を９０点満点、授業中に数回
実施するミニレポートの評価を５点満点とする。 
 授業への取り組み状況を５点満点に換算し、上記評価
にプラス・マイナスする。 
 ただし、欠席回数が１／３を超えるとレポート提出の資
格を失い、不可となる。 
 評価基準、評価点の算出方法等については、最初の
授業におけるガイダンスでプリントを配付して説明する。 
 

教科書等 

 プリント配布。古典は全て現代語訳（必要に応じて原文
も紹介する）。 

備考 

 

 



（203040） 

科 目 名 外国文学 

英文科目名 Foreign Literature 

教 員 名 鈴木 万里 

単 位 数 2 授業区分 選択 

年次配当 3 開講区分 
2013 年度 

後期 

授業概要 

及 び 

到達目標 

 欧米の文化には様々な文学的伝統が深く根付いてい
ます。それらは欧米の人々が幼い頃から親しんできたの
みならず、絵画、音楽、映画などにもしばしば登場して重
要な役割を果たしてきました。これを理解することは、伝
統的な芸術作品だけでなく、現代のアート作品を鑑賞す
る上でも役立つに違いありません。 
 この講義の前半では、欧米の文学的な伝統の重要な
モティーフとなってきた神話と英雄伝説を取り上げて、そ
の由来や、文学作品でどのように描かれているかを探り
ます。後半は、物語、詩、小説などジャンルごとに、もっと
も重要で影響力をもった作品について解説します。絵画
や映画などに頻繁に取り上げられる作品にもなるべく触
れる予定です。 
 作品制作のヒントになり、また、他のアート作品をより深く
理解することができます。 

授業計画 

１．序 
２．神話（１）「聖書」カインとアベル、ノアの洪水、バベル
の塔 
３．神話（２）「ギリシア神話」その１ 創世神話、オイディッ
プスとスフィンクス、オルフェウスほか 
４． 〃   「ギリシア神話」その２ パリスの審判、トロイ
ア戦争、オデュッセイア 
５．神話（３）「ゲルマン神話」エッダ、サーガ、ニーベルン
ゲンの歌 
６．神話（４）「ケルト神話」 
７．伝説（１）アーサー王 
８．伝説（２）円卓の騎士 
９．伝説（３）ファウスト伝説 
10．伝説（４）ファム・ファタールの系譜 
11．詩（叙事詩、抒情詩） 
12．詩（マザーグース） 
13．小説（１） 一代記、ピカレスク、社会小説、心理小
説、パロディ小説 
14．小説（２） 冒険、ゴシック、推理・犯罪、ＳＦ 
15．まとめと結論 
 

履修上の 

注意及び 

準備学習 

（予習，復習 

について） 

遅刻は３０分以内とします。それ以降は欠席扱いとなりま
す。 
 毎回の講義のあと、興味をもったり疑問をもったりしたテ
ーマについて、テキストの参考文献表などを参照して、関
連する書籍を読み自分なりに考えて復習しておくこと。 

成績評価 

方法及び 

試験方法 

【成績評価方法】 
定期試験で評価します。ただし、欠席が６回を超えた場
合には受験資格がないものとします。受験資格のない学
生のリストは１４回目の講義が終了した時点で掲示しま
す。 
また、授業中に講義内容に関連した問題についてミニ・
レポートを課し、それを評価や出欠席に勘案することがあ
ります。 
【試験方法】 
あらかじめ出題したいくつかのテーマについて、字数制限
内で記述するレポート形式です。持ち込み不可。 

教科書等 

プリント集を配布する予定。 

備考 

 

 

 （203050） 

科 目 名 言語とコミュニケーション 

英文科目名 Language and Communication 

教 員 名 松中 義大 

単 位 数 2 授業区分 選択 

年次配当 3 開講区分 
2013 年度 

前期 

授業概要 

及 び 

到達目標 

授業概要 
 ことばというものは、私たちにとってあまりにも身近すぎ
て、意識的に考えたりしたことがないの普通です。言語学
は、人間のことばを研究する学問、言語の本質を探究す
る学問ですが、私たちは、母語にしろ外国語にしろ、その
ことばについて何を知っているでしょうか？そのことばを
話せれば、そのことばについて知っていることになるので
しょうか？この授業では「言語とは何か」「言語はどのよう
に働くか」という根源的な問いに対して、学生自らが答え
を見つけ出すことに期待します。そのために、「すべての
言語に共通する特徴」「人間の言語と動物の伝達の相
違」「言語はなぜ変化するのか」「意味とは何か」「言語の
普遍性と相対性」などのより具体的な問題を切り口にし
ながら考えていきます。また、言語を含む広い意味での
「記号」とは何か、相手に意志を伝えるコミュニケーション
とは何かについても論じ、この学部の特徴である様々な
視覚芸術が拠って立つ視覚をはじめとする認知と言語と
がいかに関連しているのかも視野に入れて講義します。 
到達目標 
・言語についての諸相について触れることで、言語やコミ
ュニケーションについての理解を深めることが出来る。 

授業計画 

1. ガイダンス 
2. 言語の発生－サルとヒトとを分けるもの 
3. ことばの学問－基本概念 
4. ことばの音－「空耳」のわけ 
5. 文法はなぜ必要か 
6. ことばの意味（１）－虹は何色？ 
7. ことばの意味（２）－メタファーの力 
8. ことばの意味（３）－共感覚の意味すること 
9. ことばを越えてーメタファーの拡がり（マンガ、デザイン
の例） 
10. 日本語の起源－流氷と椰子の実 
11. ことばの変化－変化は止めれない 
12. 日本語と英語－何で英語なの！？ 
13. コミュニケーション  ー日本人はコミュニケーション
が苦手？ 
14. ことばとメディア 
15. まとめ 

履修上の 

注意及び 

準備学習 

（予習，復習 

について） 

言語学に関する予備知識は必要としない。また、予習も
必要としないが、期末試験（またはレポート）では、授業で
扱った内容を踏まえているかどうかが重要な基準となる
ので、復習は重要である。また、毎回参考文献を提示す
るので、より知識を深めたい学生は積極的な学修を期待
する。 

成績評価 

方法及び 

試験方法 

【成績評価方法】 
毎回授業最後に小テストを行う。また、授業内容を元に
して、期末試験あるいはレポートを課す。 

教科書等 

毎回プリントを配布する。 

備考 

 

 



（203410） 

科 目 名 上級英語Ⅲ 

英文科目名 Advanced English III 

教 員 名 橘野 実子 

単 位 数 2 授業区分 選択 

年次配当 3 開講区分 
2013 年度 

前期～後期 

授業概要 

及 び 

到達目標 

【授業概要】これまで身につけた英語力をさらに高めるこ
とを目標としますが、特に人前で情報を伝えたり、自分の
考えを説明することのできる「プレゼンテーション能力」を
養成します。プレゼンテーションのさまざまなスタイルを知
り、実際のプレゼンテーションやスピーチを資料にして学
びます。また、プレゼンテーションに必要な語彙や文法、
そして英語力の基礎となる読解（多読、精読）も随時取り
上げて学習します。これらをもとに、後期終了時に自分
の作品もしくは考察・提案についてプレゼンテーションをお
こないます。 
【到達目標】 
（１）英語プレゼンテーションのスタイルを理解している。 
（２）簡単な英語を使ったプレゼンテーションを理解するこ
とができる。 
（３）自分の作品もしくは考察・提案を英語で発表すること
ができる。 

授業計画 

前期 
（１）ガイダンス 
（２）Informative Presentations （時間型） 
（３）ビデオクリップ（時間型プレゼンテーション）、多読 
（４）Informative Presentations （場所型） 
（５）ビデオクリップ（場所型）、語彙 
（６）Informative Presentations （話題関連型） 
（７）ビデオクリップ（話題関連型）、精読（新聞記事） 
（８）Informative Presentations （分類型） 
（９）ビデオクリップ（分類型）、多読 
（１０）Informative Presentations （概念型） 
（１１）ビデオクリップ（概念型）、精読（広告） 
（１２）Informative Presentations （長所・短所型） 
（１３）ビデオクリップ（長所・短所型）、文法まとめ 
（１４）知識を提供するタイプのプレゼンテーション演習 
（１５）まとめと前期試験 
後期 
（１）前期試験フィードバックと復習 
（２）Persuasive Presentations （価値型） 
（３）ビデオクリップ（価値型プレゼンテーション）、多読 
（４）Persuasive Presentations （事実型） 
（５）ビデオクリップ（事実型）、語彙、発音演習 
（６）Persuasive Presentations （意見型１） 
（７）Persuasive Presentations （意見型２） 
（８）Persuasive Presentations （意見型３） 
（９）ビデオクリップ（意見型１～３）、発音演習 
（１０）Persuasive Presentations （意見型４） 
（１１）ビデオクリップ（意見型４）、精読（評論） 
（１２）説得的プレゼンテーション演習 
（１３）プレゼンテーション作成 
（１４）プレゼンテーション発表会 
（１５）まとめと前期試験 

履修上の 

注意及び 

準備学習 

（予習，復習 

について） 

・必ず予習・復習をして授業に臨んでください。準備をす
ること、振り返ることが英語力向上に役立ちます。 
・英語は積み重ねの科目ですから、継続的積極的な参
加が非常に重要です。 

成績評価 

方法及び 

試験方法 

前期・後期試験、プレゼンテーション、授業への積極的
な参加、提出物などによって総合的に評価します。出席
が２/３に満たない場合は単位認定をおこないません。 
 

教科書等 

『ライティングで学ぶ英語プレゼンテーションの基礎 ―
グ ロ ー バ ル 社 会 へ の ワ ン ス テ ッ プ ―  Writing for 
Presentation in English』 南雲堂（杉田 由仁, Richard 
R. Caraker 著） 1785 円 

備考 

 

 

 （203420） 

科 目 名 英語Ⅲ 

英文科目名 English III 

教 員 名 橘野 実子 

単 位 数 1 授業区分 選択 

年次配当 3 開講区分 
2013 年度 

前期 

授業概要 

及 び 

到達目標 

【授業概要】これまで身につけた英語力をさらに高めるこ
とを目標としますが、特に人前で情報を伝えたり、自分の
考えを説明することのできる「プレゼンテーション能力」を
養成します。プレゼンテーションのさまざまなスタイルを
知り、実際のプレゼンテーションやスピーチを資料にして
学びます。また、プレゼンテーションに必要な語彙や文
法、そして英語力の基礎となる読解（多読、精読）も随
時取り上げて学習します。これらをもとに、自分の作品も
しくは考察・提案についてプレゼンテーションをおこないま
す。 
【到達目標】 
（１）英語プレゼンテーションのスタイルを理解している。 
（２）簡単な英語を使ったプレゼンテーションを理解するこ
とができる。 
（３）自分の作品もしくは考察・提案を英語で発表すること
ができる。 

授業計画 

（１）ガイダンス 
（２）Informative Presentations （時間型） 
（３）ビデオクリップ（時間型プレゼンテーション）、多読 
（４）Informative Presentations （場所型） 
（５）ビデオクリップ（場所型）、語彙 
（６）Informative Presentations （話題関連型） 
（７）ビデオクリップ（話題関連型）、精読（新聞記事） 
（８）Informative Presentations （分類型） 
（９）ビデオクリップ（分類型）、多読 
（１０）Informative Presentations （概念型） 
（１１）ビデオクリップ（概念型）、精読（広告） 
（１２）Informative Presentations （長所・短所型） 
（１３）ビデオクリップ（長所・短所型）、文法まとめ 
（１４）知識を提供するタイプのプレゼンテーション演習、
発表 
（１５）まとめと試験 

履修上の 

注意及び 

準備学習 

（予習，復習 

について） 

・必ず予習・復習をして授業に臨んでください。準備をす
ること、振り返ることが英語力向上に役立ちます。 
・英語は積み重ねの科目ですから、継続的積極的な参
加が非常に重要です。 

成績評価 

方法及び 

試験方法 

試験、プレゼンテーション、授業への積極的な参加、提
出物などによって総合的に評価します。出席が２/３に満
たない場合は単位認定をおこないません。 

教科書等 

『ライティングで学ぶ英語プレゼンテーションの基礎 ―
グ ロ ー バ ル 社会 へ の ワ ン ス テ ップ ―  Writing for 
Presentation in English』 南雲堂（杉田 由仁, Richard 
R. Caraker 著） 1785 円 

備考 

 

 



（203430） 

科 目 名 英語Ⅲ（再） 

英文科目名 English III 

教 員 名 松中 義大 

単 位 数 2 授業区分 必修 

年次配当 3 開講区分 
2013 年度 

前期～後期 

授業概要 

及 び 

到達目標 

 今日の国際化した社会においては、どのような分野に
あっても地球規模での情報収集と情報発信が求められ
ており、それは学生諸君の個々の専門分野においても言
えることである。英語はそのための「道具」として重要な役
割を担うものであり、これを習得し運用することは有益な
ことであると言える。本科目では、１年次に培った英語の
コミュニケーション能力と、様々な分野の英語文献を辞
書を使って自由に、かつ迅速・的確に把握する能力をさ
らに高めることを目標とする。 そのためにできるだけ有
益な教材を選択する。英字新聞、英文週刊誌、ポップソ
ング、その他様々な AV 学習教材の利用も心がけたい。        
 

授業計画 

１．英米人の読む啓蒙的・論説的散文の典型的な構造
の分析をする。そのために論説文に頻出する重要語、語
義、用法、発音の確認とその習熟も行う。 
２．視聴覚教材を活用して英語を聞き取る能力を向上さ
せるとともに、相手の主 張・考えを効率的に理解する練
習をする。 
３．英語を通して自分の主張・考えを表すことが出来るよ
うにその方法を練習する。そのために必要な英語独特の
表現方法や文法知識・語彙を身につける。 
４．基本的には言語の「読む・聞く・話す・書く」という４つ
の技能を総合した授業を行うが、必要に応じて「暗唱」も
視野に入れて総合的なコミュニケーション能力の習得を
目指す。 

履修上の 

注意及び 

準備学習 

（予習，復習 

について） 

 ガイダンス中に必ず掲示を見て、指定クラスを確認す
ること。初回授業はきわめて重要である。遅刻・欠席のな
いよう特に注意してほしい。 
 やむをえず「欠席」した場合は、その報告・連絡・相談と
いったコミュニケーションの努力を常に大切にしていだだ
きたい。 

成績評価 

方法及び 

試験方法 

【成績評価方法】 
 出席状況、提出課題、受講態度、試験の結果などを
総合的に評価する。詳細については、各担当教員からそ
れぞれ指示される。 
【試験方法】 
具体的な実施方法・時期などについては、各担当教員
からそれそれ指示される。 

教科書等 

 指定クラスの担当教員から、それぞれ指示される。  
指定されたテキストは各自ただちに用意すること。 

備考 

 

 

 （203440） 

科 目 名 英会話Ｃ１ 

英文科目名 English Conversation C1 

教 員 名 O’Leary Josh Richard Miguel 

単 位 数 1 授業区分 選択 

年次配当 3 開講区分 
2013 年度 

前期 

授業概要 

及 び 

到達目標 

今日の世界は道路交通やインターネットのめざましい発
展により、英語は国際的会話において欠かせない言語
になっている。年々、日本の企業は海外との接点も増 
え続けている。もしかすると、あなたは一生日本からでる
ことはないかもしれないが、おそらく英語を必要とする機
会にでくわすだろう。このクラスの目的は、 話す・聞くを
含む、英会話を中心とした授業を進めていく。今まで教
科書の中だけで習った文法を実際に会話を通し勉強し
ていくことで自然に語句が増やせ英会 話を身につけ上
達に役立てていく。 

授業計画 

授業の内容説明・ガイダンス等 
中間ダイアログ 
期末試験 

履修上の 

注意及び 

準備学習 

（予習，復習 

について） 

特になし 

成績評価 

方法及び 

試験方法 

成績は授業の参加態度・中間ダイアログと期末試験（小
テストと試験は話す・書く）で評価する。出欠席も少なか
らず評価の対象となる。 

教科書等 

教材は講師が作成し、渡す。学生の持ち物はノート、Ａ４
クリアファイル（２０シートのもの）、英和／和英辞書、筆
記用具。 

備考 

 

 



（203441） 

科 目 名 英会話Ｃ１ 

英文科目名 English Conversation C1 

教 員 名 O’Leary Josh Richard Miguel 

単 位 数 1 授業区分 選択 

年次配当 3 開講区分 
2013 年度 

前期 

授業概要 

及 び 

到達目標 

今日の世界は道路交通やインターネットのめざましい発
展により、英語は国際的会話において欠かせない言語に
なっている。年々、日本の企業は海外との接点も増 え
続けている。もしかすると、あなたは一生日本からでるこ
とはないかもしれないが、おそらく英語を必要とする機会
にでくわすだろう。このクラスの目的は、 話す・聞くを含
む、英会話を中心とした授業を進めていく。今まで教科
書の中だけで習った文法を実際に会話を通し勉強してい
くことで自然に語句が増やせ英会 話を身につけ上達に
役立てていく。 

授業計画 

授業の内容説明・ガイダンス等 
中間ダイアログ 
期末試験 

履修上の 

注意及び 

準備学習 

（予習，復習 

について） 

特になし 

成績評価 

方法及び 

試験方法 

成績は授業の参加態度・中間ダイアログと期末試験（小
テストと試験は話す・書く）で評価する。出欠席も少なか
らず評価の対象となる。 

教科書等 

教材は講師が作成し、渡す。学生の持ち物はノート、Ａ４
クリアファイル（２０シートのもの）、英和／和英辞書、筆
記用具。 

備考 

 

 

 （203450） 

科 目 名 英会話Ｃ２ 

英文科目名 English Conversation C2 

教 員 名 O’Leary Josh Richard Miguel 

単 位 数 1 授業区分 選択 

年次配当 3 開講区分 
2013 年度 

後期 

授業概要 

及 び 

到達目標 

今日の世界は道路交通やインターネットのめざましい発
展により、英語は国際的会話において欠かせない言語
になっている。年々、日本の企業は海外との接点も増 
え続けている。もしかすると、あなたは一生日本からでる
ことはないかもしれないが、おそらく英語を必要とする機
会にでくわすだろう。このクラスの目的は、 話す・聞くを
含む、英会話を中心とした授業を進めていく。今まで教
科書の中だけで習った文法を実際に会話を通し勉強し
ていくことで自然に語句が増やせ英会 話を身につけ上
達に役立てていく。このクラスは、英会話 C１の続きであ
る。 

授業計画 

授業の内容説明・ガイダンス等 
中間ダイアログ 
期末試験 

履修上の 

注意及び 

準備学習 

（予習，復習 

について） 

特になし 

成績評価 

方法及び 

試験方法 

は授業の参加態度・中間ダイアログと期末試験（小テスト
と試験は話す・書く）で評価する。出欠席も少なからず評
価の対象となる。 

教科書等 

教材は講師が作成し、渡す。学生の持ち物はノート。Ａ４
クリアファイル（２０シートのもの）、英和／和英辞書、筆
記用具。 

備考 

 

 



（203451） 

科 目 名 英会話Ｃ２ 

英文科目名 English Conversation C2 

教 員 名 O’Leary Josh Richard Miguel 

単 位 数 1 授業区分 選択 

年次配当 3 開講区分 
2013 年度 

後期 

授業概要 

及 び 

到達目標 

今日の世界は道路交通やインターネットのめざましい発
展により、英語は国際的会話において欠かせない言語に
なっている。年々、日本の企業は海外との接点も増 え
続けている。もしかすると、あなたは一生日本からでるこ
とはないかもしれないが、おそらく英語を必要とする機会
にでくわすだろう。このクラスの目的は、 話す・聞くを含
む、英会話を中心とした授業を進めていく。今まで教科
書の中だけで習った文法を実際に会話を通し勉強してい
くことで自然に語句が増やせ英会 話を身につけ上達に
役立てていく。このクラスは、英会話 C１の続きである。 

授業計画 

授業の内容説明・ガイダンス等 
中間ダイアログ 
期末試験 

履修上の 

注意及び 

準備学習 

（予習，復習 

について） 

特になし 

成績評価 

方法及び 

試験方法 

は授業の参加態度・中間ダイアログと期末試験（小テスト
と試験は話す・書く）で評価する。出欠席も少なからず評
価の対象となる。 

教科書等 

教材は講師が作成し、渡す。学生の持ち物はノート。Ａ４
クリアファイル（２０シートのもの）、英和／和英辞書、筆
記用具。 

備考 

 

 

 （203460） 

科 目 名 英語特別演習Ｃ１ 

英文科目名 Advanced Study of English C1 

教 員 名 松中 義大 

単 位 数 1 授業区分 選択 

年次配当 3 開講区分 
2013 年度 

前期 

授業概要 

及 び 

到達目標 

 グローバル化が進む世界では、コミュニケーションの必
要性から英語はその手段の一つとして非常に強力である
ことは言うまでもない。このことは芸術学部の学生にとっ
ても例学ではなく、自分の専門分野に関して視野を広げ
るために英語は決して無駄になるものではない。また、学
生諸君の直近の目標である本学卒業後の進路を決める
際にも英語は重要な役割を担う。ある調査では調査対
象企業の半数以上が採用時に英語に関する資格等を
考慮すると回答している。インターネットの普及や e コマ
ースの台頭など、ビジネス環境においてはこれまで以上
に「グローバル化」に対する企業の意識は高まりを見せて
おり、実戦的能力の基準の一つとして英語は重視されて
いる。 
 本科目ではこうした状況に即応するために、英語関連
の資格試験（英検、TOEIC、TOEFL など）対策に重点を
置き、学生の将来設計の構築に資することを目的とす
る。高学年次となると進路決定はすぐ間近に迫っている
ので、とにかく点数アップに結びつく対策を伝授していくつ
もりである。 
 また、就職以外でも海外留学等を検討している学生に
とって様々な英語の資格試験は必須であるし、資格試
験に限らず出願書類等の準備などで一定の英語作文
能力が問われるので必要に応じてそれらのための対策も
視野に入れた授業内容にする予定である。 

授業計画 

1. オリエンテーション 
2. TOEIC の概要（主に Listening Section について） 
3. Part 1 （写真描写問題）の演習１ 
4. Part 1 （写真描写問題）の演習２ 
5. Part 2 （応答問題）の演習１ 
6. Part 2 （応答問題）の演習２ 
7. Part 3 （会話問題）の演習１ 
8. Part 3 （会話問題）の演習２ 
9. Part 3 （会話問題）の演習３ 
10. Part 4 （説明文問題）の演習１ 
11. Part 4 （説明文問題）の演習２ 
12. Part 4 （説明文問題）の演習３ 
13. 総復習 1 
14. 総復習 2 
15. まとめと期末試験 

履修上の 

注意及び 

準備学習 

（予習，復習 

について） 

受講者の積極的な姿勢を期待する。毎回単語・熟語テ
ストを実施するのでその準備は必須である。 
また、この科目の年次配当は３年生となっているが、４年
生の受講も推奨する。 

成績評価 

方法及び 

試験方法 

【成績評価方法】 
授業中に実施する問題演習・単語・熟語テストおよび期
末試験の成績を元に評価する。比率は概ね前者 30%、
後者 70%である。また、出席状況・授業への参加度など
を総合的に考慮する。 
【試験方法】 
授業期間内に期末試験を実施する。また、毎回の授業
で単語・熟語テストも実施する。 

教科書等 最初の授業で指示する。 

備考 

 

 



（203470） 

科 目 名 英語特別演習Ｃ２ 

英文科目名 Advanced Study of English C2 

教 員 名 松中 義大 

単 位 数 1 授業区分 選択 

年次配当 3 開講区分 
2013 年度 

後期 

授業概要 

及 び 

到達目標 

 グローバル化が進む世界では、コミュニケーションの必
要性から英語はその手段の一つとして非常に強力である
ことは言うまでもない。このことは芸術学部の学生にとっ
ても例学ではなく、自分の専門分野に関して視野を広げ
るために英語は決して無駄になるものではない。また、学
生諸君の直近の目標である本学卒業後の進路を決める
際にも英語は重要な役割を担う。ある調査では調査対
象企業の半数以上が採用時に英語に関する資格等を
考慮すると回答している。インターネットの普及やeコマー
スの台頭など、ビジネス環境においてはこれまで以上に
「グローバル化」に対する企業の意識は高まりを見せてお
り、実戦的能力の基準の一つとして英語は重視されてい
る。 
 本科目ではこうした状況に即応するために、英語関連
の資格試験（英検、TOEIC、TOEFL など）対策に重点を
置き、学生の将来設計の構築に資することを目的とす
る。高学年次となると進路決定はすぐ間近に迫っている
ので、とにかく点数アップに結びつく対策を伝授していくつ
もりである。 
 また、就職以外でも海外留学等を検討している学生に
とって様々な英語の資格試験は必須であるし、資格試
験に限らず出願書類等の準備などで一定の英語作文能
力が問われるので必要に応じてそれらのための対策も視
野に入れた授業内容にする予定である。 

授業計画 

1. オリエンテーション 
2. TOEIC の概要（主に Reading Section について） 
3. Part 5 （短文穴埋め問題）の演習１ 
4. Part 5 （短文穴埋め問題）の演習２ 
5. Part 5 （短文穴埋め問題）の演習３ 
6. Part 5 （短文穴埋め問題）の演習４ 
7. Part 6 （長文穴埋め問題）の演習１ 
8. Part 7 （読解問題）の演習１ 
9. Part 7 （読解問題）の演習２ 
10. Part 7 （読解問題）の演習３ 
11. Part 7 （読解問題）の演習４ 
12. Part 7 （読解問題）の演習５ 
13. まとめ 1 
14. まとめ 2 
15. 期末試験 

履修上の 

注意及び 

準備学習 

（予習，復習 

について） 

毎回単語・熟語テストを実施するので、その準備は必須
である。また、毎回問題演習による「訓練」が続くため、
学生の取り組み次第で効果の出方が違う。よって受講
者の積極的な姿勢を期待する。なお、C1はTOEIC の主
にリスニングテストを対象とするもので、文法・読解問題
の分析と対策は C2 で取り扱うので、年間を通して C1、 
C2 の両方を受講することを強く推奨する。 
また、この科目の年次配当は３年生となっているが、４年
生の受講も推奨する。 

成績評価 

方法及び 

試験方法 

【成績評価方法】 
主に授業中に実施する問題演習の成績を重視する。ま
た、出席状況・授業への参加度などを総合的に考慮す
る。 
【試験方法】 
定期試験、あるいは授業期間内に試験を実施する。た
だし、毎回の授業で行う問題演習の成績のみで評価を
する場合もあるので、初回の授業で教員の説明をよく聞
くこと。 
 

教科書等 毎回プリントを配布する。 

備考 

 

 

 （203480） 

科 目 名 日本語Ⅲ 

英文科目名 Japanese III 

教 員 名 今村 みゑ子 

単 位 数 1 授業区分 選択 

年次配当 3 開講区分 
2013 年度 

前期 

授業概要 

及 び 

到達目標 

【教科概要】 
 ３年生としてふさわしい総合的な実習を取り入れる。人
の話をよく受け止めること、文章がよく読めること、内容に
ついて考えること、表現や語彙を増やすこと、論理的な
文章を書くこと等をねらいとする。 
 また、今後の学習や就職活動などを意識し、実践的な
日本語能力を養成する。就職活動などにも対応できる
ためのビジネス文書作成・面接スピーチなどを学ぶ。 
【到達目標】 
 それぞれの単元における課題の完成度を目指し、日
本語能力を高めることができる。 
  
 

授業計画 

１、ガイダンス。作文「３年生になって」。語彙・漢字練習
帳を配付。 
２、語彙・漢字演習１。面接スピーチの要領。 
３、語彙・漢字演習２。面接スピーチの要領と実習。 
４、語彙・漢字演習３。面接スピーチの実習。 
５、語彙・漢字演習４。小説『吾輩は猫である』を読み、
表現を学ぶ。 
６、語彙・漢字演習５。『吾輩は猫である』の続き。 
７、小説を書く。『吾輩は猫である』のアイディアで小説を
書く（３枚程度）。 
８、仕事に関する新聞記事を読み、文法をチェックし、意
見を述べる。 
９、仕事に関する新聞記事を読み、文法をチェックし、意
見を述べる。 
10、テーマ型小論文の作成。新聞記事を読み、小論文
を作成する。 
11、インタビューの実施要領。 
12、インタビューの実施。 
13、インタビュー記事の作成。 
14、実用文の作成。文書のフォーマットや表現を学ぶ。 
15、『絵で読む日本語』絵と文芸のコラボレーションを鑑
賞する。日本の文芸について理解を深める。 

履修上の 

注意及び 

準備学習 

（予習，復習 

について） 

・ 日常会話の能力のみで授業における成績を評価する
ことはできない。 
   実習が中心なので欠席しないで各課題に取り組むこ
と。 
・ 前半６回は、配付された「語彙・漢字練習帳」を１回ず
つ予習して来る。 
   授業中に解説しながら正解を確認する（テストではな
い）。 

成績評価 

方法及び 

試験方法 

 課題評価の合計満点が１００点となるように、各課題に
適宜配点を施し、合計点を算出する。 
 演習科目であり、実習が中心となるので、授業中での
積極的な取り組みや課題の達成度・完成度が評価のポ
イントとなる。 
    
 

教科書等 

プリントを配付する。 

備考 

 

 



（203710） 

科 目 名 芸術学特講 

英文科目名 Special Topics on Philosophy of Arts 

教 員 名 阿部 美由起 

単 位 数 2 授業区分 選択 

年次配当 3 開講区分 
2013 年度 

後期 

授業概要 

及 び 

到達目標 

【授業概要】 
この授業では、19世紀末から20世紀にかけて欧米の都
市に大流行した美的動向であるアール・ヌーヴォーを考
察のテーマとする。アール・ヌーヴォーとは「新しい芸術」
を意味するが、いったい当時の人々は、何に新しさを感
じ、それをどのように表現していったのだろうか。これらの
疑問を解明するために、当時の雑誌やポスター等の画
像や文献資料を読み解くことで、芸術制作における新し
さのメカニズムを具体的事例に即して明らかにする。 
【到達目標】 
「もの作り」における新しさとは何か、歴史上の事例に即し
て説明できるようになる。 

授業計画 

１．はじめに・・・授業の進め方に ついて 
２．アール・ヌーヴォー前史・・・19 世紀中葉のヨーロッパ
の思想的背景と社会的背景 
３．アール・ヌーヴォーのはじまり・・・19 世紀末のヨーロッ
パの思想的状況と社会的背景 
４．アール・ヌーヴォーにおける素材・・・鉄 
５．アール・ヌーヴォーにおける素材・・・ガラス 
６．アール・ヌーヴォーとメディア・・・雑誌 
７．アール・ヌーヴォーとメディア・・・ポスター、ブックデザ
イン 
８．アール・ヌーヴォーと生活・・・室内装飾 
９．アール・ヌーヴォーと生活・・・服飾、アクセサリー 
９．アール・ヌーヴォーと自然・・・自然科学との関係 
１０．アール・ヌーヴォーと自然・・・日本からの影響：ジャ
ポニスム 
１１．アール・ヌーヴォーと都市・・・パリ 
１２．アール・ヌーヴォーと都市・・・ナンシー 
１３．アール・ヌーヴォーと都市・・・ウィーン 
１４．アール・ヌーヴォーとその後・・・アール・ヌーヴォー
以降の表現との比較 
１５．まとめ・・・これまでの内容の総括 

履修上の 

注意及び 

準備学習 

（予習，復習 

について） 

【予習】毎回のテーマについて、参考文献を手掛かりと
し、調べておく。 
【復習】配布資料や授業時に作成したノートを参照し、理
解したことをまとめておく。 
 

成績評価 

方法及び 

試験方法 

（1） ３分の２の出席を前提とした、毎回のコメントペーパ
ーへの記入（６０％）。 
（2） 期末に提出するレポート（４０％）。 

教科書等 

教科書はなし。授業時に配布する資料の中で、参考文
献を紹介していく。 

備考 

 

 

 （203720） 

科 目 名 美術史特講Ａ 

英文科目名 Special Topics on Art History A 

教 員 名 大森 弦史 

単 位 数 2 授業区分 選択 

年次配当 3 開講区分 
2013 年度 

後期 

授業概要 

及 び 

到達目標 

【授業概要】「19 世紀フランスにおけるアカデミスムとモ
ダニスム」と題し、絵画史を中心に論じつつ、〈美術史
学〉そのものが孕んでいる方法上の諸問題についても多
角的に考察する。 
【ねらいと目標】西洋近代美術史において、マネや印象
派などに代表される〈モダニスム〉に比べ、〈アカデミス
ム〉はしばしば侮蔑的なニュアンスを伴って用いられてき
た。既存の体制・制度・概念に寄りかかる者よりも、それ
らと対立し、孤立し、苦悩する者こそ〈芸術家〉と呼ぶに
相応しい、と私たちは考えるからである。しかしこうしたイ
メージは、19 世紀を通じて、文字通り「造られた」ものに
過ぎない。この講義では、美術の定義や意味・役割が決
定的に変貌を遂げた 19 世紀において、芸術家たちがそ
れぞれどのように振舞ったのか、について知ることがで
き、その延長線上に生きる現代の〈創り手〉にも、何らか
の指針を提供することとなるだろう。 

授業計画 

(1) イントロダクション 
(2)アカデミスム、モダニスムとは？ 
(3) 19 世紀以前の状況 
(4) 19 世紀以前の状況 2 
(5) 新古典主義とアカデミー再編 
(6) ダヴィッドと、その弟子たち 
(7) ロマン主義の台頭 
(8) 七月王政と折衷主義の流行 
(9) レアリスムの衝撃 
(10) マネと 1863 年落選者展 
(11) アカデミスムと〈アール・ポンピエ〉 
(12) 印象派グループの独立運動 
(13) 印象派以後の美術運動 
(14) サロン（官展）の終焉 
(15) まとめ 

履修上の 

注意及び 

準備学習 

（予習，復習 

について） 

【準備学習（予習，復習）】 
 西洋美術史に対する基礎知識を前提として講義を行
う。「西洋美術史A」および「西洋美術史B」を履修してい
ることが望ましいが、初学者にも配慮していく。受講者は
必要に応じて美術全集・入門書などをあたり予習・復習
に努めること。 

成績評価 

方法及び 

試験方法 

全体を 100 点として評価する。 
(1) 平常点（授業への参加度など）：30 点 
(2) 期末レポート：70 点 
＊原則的に出席が 2/3 未満の者には単位認定しない。 

教科書等 

教科書は用いないが、参考図書は随時紹介する。 
必要に応じて資料を配布する。 

備考 

 

 



（203730） 

科 目 名 美術史特講Ｂ 

英文科目名 Special Topics on Art History B 

教 員 名 川根 正教 

単 位 数 2 授業区分 選択 

年次配当 3 開講区分 
2013 年度 

後期 

授業概要 

及 び 

到達目標 

―原始古代の造形芸術― 
【授業の目的】 
日本における原始古代の造形芸術が、当時の社会の
人々のどのような意図と技術によって製作されたものな
のか、その推移と変遷の過程を理解することを目的とす
る。 
【授業の概要】 
原始古代の造形芸術を対象とする。日本における美術
の始まりは、粘土を用いて造形した縄文土器や土偶であ
る。弥生時代以降は東洋美術の影響を受けながら展開
したが、埴輪の衣服に表現された青海波文のように、日
本人の好みに合った形に造りかえられ表現されていく。
本講義では、原始古代の美術の潮流を、画像を多く用
いながら分かりやすく学習する。 
【到達目標】 
原始古代美術の特質を背景となる社会・文化との関わり
の中でとらえ、大きな視点から時代様式を理解すること
ができる。 
 

授業計画 

(１)原始古代の造形芸術 
(２)縄文土器の意匠と造形 
(３)弥生土器の用と美 
(４)須恵器の技術と造形 
(５)土偶の造形 
(６)土偶と信仰 
(７)人物埴輪の造形 
(８)形象埴輪の造形 
(９)埴輪と祭祀 
(10)銅鐸に描かれた絵画 
(11)装身具に見る美 
(12)装飾古墳の壁画 
(13)キトラ古墳・高松塚古墳の壁画 
(14)補遺と復習 
(15)試験とまとめ 
 

履修上の 

注意及び 

準備学習 

（予習，復習 

について） 

・原始古代の美術を理解するためには数多くの作品に接
する必要があることから、博物館などにおいて見学するこ
とをすすめる。 
・授業で配布する資料は、小テストや期末テストにつなが
るため、必ず復習すること。 

成績評価 

方法及び 

試験方法 

【成績評価対象と基準】 
全体を１００点として、評価する。 
（１）小テスト（３０点） 
（２）期末テスト（７０点） 
（３）出席が３分の２に満たない場合は、単位認定はしな
い。 
【試験方法】 
小テスト：復習を兼ねた小テストを授業で行う 
期末テスト：最後の授業で行う（ノート・配布資料持込可） 
 

教科書等 

教科書は特に指定しない。 
必要に応じ、授業で資料を配布する。 
 

備考 

 

 

 （203740） 

科 目 名 美術史特講 

英文科目名 Special Topics on Art History 

教 員 名 大森 弦史 

単 位 数 2 授業区分 選択 

年次配当 3 開講区分 
2013 年度 

後期 

授業概要 

及 び 

到達目標 

【授業概要】「19 世紀フランスにおけるアカデミスムとモ
ダニスム」と題し、絵画史を中心に論じつつ、〈美術史
学〉そのものが孕んでいる方法上の諸問題についても多
角的に考察する。 
【ねらいと目標】西洋近代美術史において、マネや印象
派などに代表される〈モダニスム〉に比べ、〈アカデミス
ム〉はしばしば侮蔑的なニュアンスを伴って用いられてき
た。既存の体制・制度・概念に寄りかかる者よりも、それ
らと対立し、孤立し、苦悩する者こそ〈芸術家〉と呼ぶに
相応しい、と私たちは考えるからである。しかしこうしたイ
メージは、19 世紀を通じて、文字通り「造られた」ものに
過ぎない。この講義では、美術の定義や意味・役割が決
定的に変貌を遂げた 19 世紀において、芸術家たちがそ
れぞれどのように振舞ったのか、について知ることがで
き、その延長線上に生きる現代の〈創り手〉にも、何らか
の指針を提供することとなるだろう。 

授業計画 

(1) イントロダクション 
(2)アカデミスム、モダニスムとは？ 
(3) 19 世紀以前の状況 
(4) 19 世紀以前の状況 2 
(5) 新古典主義とアカデミー再編 
(6) ダヴィッドと、その弟子たち 
(7) ロマン主義の台頭 
(8) 七月王政と折衷主義の流行 
(9) レアリスムの衝撃 
(10) マネと 1863 年落選者展 
(11) アカデミスムと〈アール・ポンピエ〉 
(12) 印象派グループの独立運動 
(13) 印象派以後の美術運動 
(14) サロン（官展）の終焉 
(15) まとめ 

履修上の 

注意及び 

準備学習 

（予習，復習 

について） 

【準備学習（予習，復習）】 
 西洋美術史に対する基礎知識を前提として講義を行
う。「西洋美術史A」および「西洋美術史B」を履修してい
ることが望ましいが、初学者にも配慮していく。受講者は
必要に応じて美術全集・入門書などをあたり予習・復習
に努めること。 

成績評価 

方法及び 

試験方法 

全体を 100 点として評価する。 
(1) 平常点（授業への参加度など）：30 点 
(2) 期末レポート：70 点 
＊原則的に出席が 2/3 未満の者には単位認定しない。 

教科書等 

教科書は用いないが、参考図書は随時紹介する。 
必要に応じて資料を配布する。 

備考 

 

 



（203750） 

科 目 名 現代のアート 

英文科目名 Contemporary Art 

教 員 名 天野 一夫 

単 位 数 2 授業区分 選択 

年次配当 3 開講区分 
2013 年度 

前期 

授業概要 

及 び 

到達目標 

「現代美術」の主題を、映像表現・建築・グラフィック表
現・タイポグラフィ・メディアアート等まで伸長させ、より本
質的な“今日の美術”の定位を示せればと思っている。
つまりそこでは出来うるかぎり多様なジャンルの表現をし
かも古今東西の様々な作品を縦横に現代的な視点から
論じつつも、振り返ってこの映像の世紀とも言われる 20
世紀の多様な表現、そして 21世紀を迎えた現在の様々
な感覚の変容をこうむった我々の表現史における特異な
位置について検討してみようとするものである。 
今年度は、現代の表現の基盤と考えられる１９世紀２０
世紀からの美術史に沿った展開を前半で見て、例年より
も現代の様々な作品に言及していきたい。その中で、自
分たちの取り組む映像、デザインについてもあらためて考
え直す機会となればと思う。 
君達には見ながら考えうる力を持った表現者であること
を目標とすることを願っている。勉強ではなく、自分の問
題として近過去の作品・作家を捉えなおすこと。 
具体的には、可能なら美術館等にも一回は見学も混ぜ
ながら、スライド・ビデオを中心に鑑賞しながら立体的に
展開する予定である。  
   
 

授業計画 

1)「現代美術」とは 
2）19 世紀の視覚変革から―レアリスム・印象派と写真・
アニメーション、映画 
3）4）時間・運動の魅惑・表現―キュピスム、そして未来
派へ 
5）抽象の成立 
6）システムの抽出―普遍的美 モンドリアンから構成主
義 
7）デュシャンの革新 
8）ダダからシュルレアリスムへ 
9）光の表現―非物質的造形から見えないものへ 
10）拡張する映像表現１―デジタル表現 
11）拡張する映像表現２―フィルムそしてビデオ表現 
12）インスタレーション 
13）タイポグラフィ・文字表現 
14）人形 
15）美術の現在（美術館見学） 
 

履修上の 

注意及び 

準備学習 

（予習，復習 

について） 

積極的な取り組みの姿勢を持つ者のみが履修すること。
当然ながら、出席登録のみで出て行くことは許さない。最
初から登録しないこと。聴講者のみがレポートを書くことが
出来る講義なのでそのつもりで履修するように。 
講義内だけでは限界があるので、できるかぎり言及した作
家、流れ、について作品集等で学ぶこと。 
さらに、できるかぎり美術館、ギャラリーに行く習慣を作る
こと。   
ちなみに一回は美術館に見学に行く(5 限終了後)ので、
そのつもりでいること(入館料が必要となる。森美術館を
予定。日時は講義中に調整。レポート課題とする) 

成績評価 

方法及び 

試験方法 

【成績評価】 
出席 20％小レポート 10％ 
筆記試験（出席が 80％以下の学生は不可）70％ 
【試験方法】 
授業内での試験（自筆ノートのみ持込可）   
 

教科書等 
使用しない。適宜プリントを配付する。   
 

備考 

 

 

 （203760） 

科 目 名 演劇論 

英文科目名 Play Studies 

教 員 名 舟橋 美香 

単 位 数 2 授業区分 選択 

年次配当 3 開講区分 
2013 年度 

後期 

授業概要 

及 び 

到達目標 

【授業の目的】 
 基本として欧米の演劇を鑑賞・読むための基礎的知識
を学び、テーマを設定して、レポートでまとめるための力
をつける。 
【授業概要】 
 欧米の演劇の成立と発展の歴史をたどりながら、演劇
史上重要と思われる劇作家・作品を取り上げ、その内容
や構成、上演形態、時代や社会背景との関連、演劇の
さまざまな機能・役割などを考察する。また、それらの作
品が、演出家によってどのように舞台化されてきたのか、
あるいは、映画監督によってどのように映画化されてきた
のかを、ビデオや劇場中継の舞台を観て、演劇の多様
性と、それぞれの作品の今日的な意味を考える。 
なお、講義では、以下の予定以外に、日本で上演される
作品や、歌舞伎を含めた舞台中継放送を折に触れて紹
介する。それに合わせて、講義のテーマの順番を変更
することがあることがある。  
 【到達目標】 
演劇作品を読み、観劇する際のコツを学ぶことができ
る。 
学期末のレポートとして、戯曲１作品を選んで読み、その
作品を考察・論考することができる。 

授業計画 

１）国内・海外の演劇情報入手方法と最近上演作品紹
介 
２）ギリシア悲劇（１）：アイスキュロス、ソポクレス、エウリピ
デス紹介 
３）ギリシャ悲劇（２）：さまざまな上演作品紹介 
４）英国ルネッサンス時代の演劇：中世劇～シェイクスピ
ア（１） 
５）シェイクスピア（２）さまざまな上演作品紹介 
６）シェイクスピア（３）～近代リアリズム演劇と演出家の誕
生：イプセン 
７）近代リアリズム演劇と演出家の誕生：イプセン～チェ
ホフ（１） 
８）チェホフ（２）上演作品を観る 
９）アイルランドの社会と演劇、国立劇場誕生：シング、オ
ケイシー他 
１０）サミュエル・ベケットと不条理演劇（１） 
１１）サミュエル・ベケット（２）上演作品を観る 
１２）「不条理演劇」～現代アイルランド演劇：フリール、
マクドナーなど 
１３）ドイツ表現主義と反リアリズム演劇運動:『ヴォイツェ
ク』,ブレヒト～現代 
１４）最近の上演作品から、現代の演劇を考える  
１５）日本の古典芸能から、現代の演劇を考える 

履修上の 

注意及び 

準備学習 

（予習，復習 

について） 

【履修上の注意】 
授業で配布する「ブックリスト」は、教科書代わりとして毎
回使用するので、各自管理し持参すること。 
【準備学習（予習、復習）】 
翻訳された劇作品を一作でも多く読み、また、積極的に
劇場へ足を運んだり、ビデオを通して映画化されたり録
画された舞台作品や、テレビでの放映などを鑑賞するこ
とを奨める。 

成績評価 

方法及び 

試験方法 

【成績評価方法】 
レポートの提出を実施し、出席状況を考慮に入れて、成
績評価する。 
【試験方法】 
レポートによる。（欧米の演劇作品の翻訳を読み、考察
する。文字だけで論ずる場合は、A4(1200 文字）で、２
－３枚。詳しいレポート内容は初回に概略説明し、授業
中にプリントで詳細を配布し、説明する。） 

教科書等 

読むべき作品や参考文献については、プリントを授業中
に配布、指示する。とくに、配布する「ブックリスト」は、教
科書代わりとして毎回使用するので、各自管理し持参す
ること。 
関連する舞台公演等についても授業で紹介、また、適
宜、プリントで配布する。 

備考 

 

 



（203770） 

科 目 名 欧米演劇論 

英文科目名 Western Play Studies 

教 員 名 舟橋 美香 

単 位 数 2 授業区分 選択 

年次配当 3 開講区分 
2013 年度 

後期 

授業概要 

及 び 

到達目標 

【授業の目的】 
 基本として欧米の演劇を鑑賞・読むための基礎的知識
を学び、テーマを設定して、レポートでまとめるための力を
つける。 
【授業概要】 
 欧米の演劇の成立と発展の歴史をたどりながら、演劇
史上重要と思われる劇作家・作品を取り上げ、その内容
や構成、上演形態、時代や社会背景との関連、演劇の
さまざまな機能・役割などを考察する。また、それらの作
品が、演出家によってどのように舞台化されてきたのか、
あるいは、映画監督によってどのように映画化されてきた
のかを、ビデオや劇場中継の舞台を観て、演劇の多様
性と、それぞれの作品の今日的な意味を考える。 
なお、講義では、以下の予定以外に、日本で上演される
作品や、歌舞伎を含めた舞台中継放送を折に触れて紹
介する。それに合わせて、講義のテーマの順番を変更す
ることがあることがある。  
 【到達目標】 
演劇作品を読み、観劇する際のコツを学ぶことができ
る。 
学期末のレポートとして、戯曲１作品を選んで読み、その
作品を考察・論考することができる。 

授業計画 

１）国内・海外の演劇情報入手方法と最近上演作品紹
介 
２）ギリシア悲劇（１）：アイスキュロス、ソポクレス、エウリピ
デス紹介 
３）ギリシャ悲劇（２）：さまざまな上演作品紹介 
４）英国ルネッサンス時代の演劇：中世劇～シェイクスピ
ア（１） 
５）シェイクスピア（２）さまざまな上演作品紹介 
６）シェイクスピア（３）～近代リアリズム演劇と演出家の誕
生：イプセン 
７）近代リアリズム演劇と演出家の誕生：イプセン～チェ
ホフ（１） 
８）チェホフ（２）上演作品を観る 
９）アイルランドの社会と演劇、国立劇場誕生：シング、オ
ケイシー他 
１０）サミュエル・ベケットと不条理演劇（１） 
１１）サミュエル・ベケット（２）上演作品を観る 
１２）「不条理演劇」～現代アイルランド演劇：フリール、マ
クドナーなど 
１３）ドイツ表現主義と反リアリズム演劇運動:『ヴォイツェ
ク』,ブレヒト～現代 
１４）最近の上演作品から、現代の演劇を考える  
１５）日本の古典芸能から、現代の演劇を考える 

履修上の 

注意及び 

準備学習 

（予習，復習 

について） 

【履修上の注意】 
授業で配布する「ブックリスト」は、教科書代わりとして毎
回使用するので、各自管理し持参すること。 
【準備学習（予習、復習）】 
翻訳された劇作品を一作でも多く読み、また、積極的に
劇場へ足を運んだり、ビデオを通して映画化されたり録
画された舞台作品や、テレビでの放映などを鑑賞するこ
とを奨める。 

成績評価 

方法及び 

試験方法 

【成績評価方法】 
レポートの提出を実施し、出席状況を考慮に入れて、成
績評価する。 
【試験方法】 
レポートによる。（欧米の演劇作品の翻訳を読み、考察
する。文字だけで論ずる場合は、A4(1200 文字）で、２
－３枚。詳しいレポート内容は初回に概略説明し、授業
中にプリントで詳細を配布し、説明する。） 

教科書等 

読むべき作品や参考文献については、プリントを授業中
に配布、指示する。とくに、配布する「ブックリスト」は、教
科書代わりとして毎回使用するので、各自管理し持参す
ること。 
関連する舞台公演等についても授業で紹介、また、適
宜、プリントで配布する。 

備考 

 

 

 （203780） 

科 目 名 文芸理論 

英文科目名 Theory of Literary Art 

教 員 名 北野 雅弘 

単 位 数 2 授業区分 選択 

年次配当 3 開講区分 
2013 年度 

後期 

授業概要 

及 び 

到達目標 

［授業の目的］ 
ナラトロジーの基礎を学ぶ。 
［授業概要］ 
物語とは何か？このテーマは「文学とは何か」より広い。 
我々は文字で書かれた文学作品だけではなく、映画、ゲ
ーム、さらには絵画や写真についても、その「物語」につ
いて語ることが出来る。その多様な物語全体を理論的に
解明しようとする学問がナラトロジー（物語論）である。こ
の講義ではジャン＝ミシェル・アダン『物語論』（文庫クセ
ジュ）をテキストにしてナラトロジーの基本概念を学ぶ。 
［到達目標］ 
ナラトロジーの基本概念を理解し、利用出来るようにする
こと。 

授業計画 

（１） 展望 
（２） 物語とは何か 
（３） 最小の物語 
（４） フォルマリズムの遺産(1) ファーブラとシュジェート 
（５）フォルマリズムの遺産(2) テーマとモチーフ 
（６） フォルマリズムの遺産(3) プロップの機能論(1) 
（７） フォルマリズムの遺産(4) プロップの機能論(2) 
（８） フォルマリズムの遺産(5) プロップの役割論 
（９） ブレモンの機能論 
（１０）グレマスの機能論(1) アクタンと行為者(1) 
（１１）グレマスの機能論(2) アクタンと行為者(2) 
(１２）物語の記号論(1) 記号論的四角形(1) 
（１３） 物語の記号論(2) 記号論的四角形(2) 
（１４）物語の記号論(3) 
（１５） 予備 

履修上の 

注意及び 

準備学習 

（予習，復習 

について） 

テキストの該当部分をあらかじめ読んでおくこと。また、授
業後に読み返し、理解を深めておくこと。 

成績評価 

方法及び 

試験方法 

平常点と期末レポートを総合的に判断する。 

教科書等 

ジャン＝ミシェル・アダン『物語論－プロップからエーコま
で』白水社クセジュ文庫（1,103 円） 

備考 

 

 



（203790） 

科 目 名 音楽学 

英文科目名 Musicology 

教 員 名 安川 智子 

単 位 数 2 授業区分 選択 

年次配当 3 開講区分 
2013 年度 

前期 

授業概要 

及 び 

到達目標 

【授業概要】 
 音楽学とは、音楽という抽象的・感覚的現象を知的・
論理的に考える、一見すると矛盾した学問です。この授
業では、視覚的芸術（絵、建築、彫刻、映像、映画、漫
画、アニメなど）と比較しながら、音楽の特殊性、ルール
や歴史を知ることで、感性と学をいかにして連関させてい
くか、について学んでいきます。 
 今年度はとりわけ、現代のメディアアートにも直接的、
間接的に結びついている、19～20 世紀の様々な音楽
的試みや音楽思想について、丁寧に辿ります。授業最
後には毎回コメントペーパーを提出、履修人数とメンバー
によっては、ゼミ形式の授業も検討します。 
【到達目標】 
・音楽学の基本的な方法とジャンル（歴史、美学、理
論、作品分析、社会学、史料研究、民族学）について知
り、区別することができる。 
・具体的な音楽作品を聴いて感じたことを、言葉で表現
することができる。 
・音楽の世界の知識を増やし、自分の専門分野に応用
することができる。 

授業計画 

1. 音楽学とは何か、「音」について、「視覚」と「聴覚」の
比較 
2. 映画にとって音とは何か（ミシェル・シオン） 
3. リヒャルト・ヴァーグナーの楽劇が残したもの～ライト・
モティーフの手法 
4. リヒャルト・シュトラウスとグスタフ・マーラー～映像的
音楽の秘密 
5. エリック・サティと家具の音楽～無声映画へ 
6. モーリス・ラヴェルのバレエと音楽劇～ディズニーへの
道 
7. バッハ、シェーンベルク、12 音（音律、音階、調と音
列） 
8. ピエール・シェフェールとミュジック・コンクレート 
9. 武満徹の音楽実験 
10. ジョン・ケージと偶然性の音楽 
11. スティーヴ・ライヒとミニマルミュージック 
12 .電子楽器から電子音へ 
13. 民族の音と日本の音 
14. 音楽を撮る～ストローブ=ユイレとビートルズの時代 
15. 音楽とは何か、なぜ私たちは聴くのか 

履修上の 

注意及び 

準備学習 

（予習，復習 

について） 

【履修上の注意】 
音楽を「聴く」意志をもって授業に臨むこと。配布プリント
は保管し、毎回持参することが望ましい。 
【準備学習】 
参考図書の購入は必須ではないが、できれば関連する
箇所（授業内に言及する）に目を通しておく。 

成績評価 

方法及び 

試験方法 

【成績評価方法】 
授業回数の 2/3 以上の出席を条件として、 
授業態度（積極性、コメント用紙や小課題など） 40％ 
レポート 60％  
で評価する。 
【試験方法】 
期末レポートの提出。時期は最終授業日。 

教科書等 

毎回プリントを配布します。 
【参考図書】 
デイヴィッド・コープ『現代音楽キーワード事典』（春秋社）
4,725 円 
ミシェル・シオン『映画にとって音とはなにか』（勁草書房）
3,360 円 

備考 

 

 

 （261010） 

科 目 名 マンガ学概論Ａ 

英文科目名 Outline of Manga Studies A 

教 員 名 
細萱 敦細萱 敦、関口 尚、木寺 良一、 

伊藤 剛、よし まさこ、夢来鳥 ねむ 

単 位 数 2 授業区分 必修 

年次配当 1 開講区分 
2013 年度 

前期 

授業概要 

及 び 

到達目標 

果たして皆さんは、マンガ学科に入って学ぶ以上、「自
分が単なる読み手から作り手の側にシフトする」という事
実を、どのぐらい真剣に考えているでしょうか？ 
他人を楽しませ、感動させ、ドキドキさせ、知的好奇心を
刺激するプロになる、ということを自覚してもらうためにも、
あらゆる事象や経験を「作り手目線」でとらえていくよう
に、日ごろの行動を変えていかねばなりません。 
この講義では、まずマンガ学科の各専任教員の実体験
を披瀝することによって、プロの仕事の流儀を知ってもら
います。それから、さらに幅広いマンガを取り巻く事例を
紹介することによって、見識を広めてもらいます。 
とにかく、マンガという表現行為に秘められたより大きな
可能性に気づくとともに、自らをその仕事に近づけていく
方法を探ってもらうことを目標とします。 

授業計画 

1．「マンガを学ぶということ」 
2．「絵を描くということ」 
3．「物語を作るということ」 
4．「人間社会を見るということ」 
5．「心の中を見るということ」 
6．「企画を実現するということ」 
7．「仕事を納めるということ」 
8．「知的インプットとアウトプットの切り替え」 
9．「人間の感情を描く」 
10．「人間の関係を描く」 
11．「リアリティのある世界を描く」 
12．「架空の世界を組み立てる」 
13．「多様化しているマンガのジャンル」 
14．「実社会に生かされるマンガ的発想」 
15．「世界の中の日本マンガ」 
＊以上はあくまで予定で、変更する場合もあります。 

履修上の 

注意及び 

準備学習 

（予習，復習 

について） 

携帯電話の使用等、マナーに反する行為は厳禁。 
担当する各教員の作品、研究に関する資料を事前に閲
覧できるようにするので、それらを見ておくこと。また授業
中に重要度を指摘した事項についても、各自確認し実
践に生かすこと。 

成績評価 

方法及び 

試験方法 

学期終盤にレポートを課す。その成績に基づき、出席状
況を勘案して総合評価する。 

教科書等 

特に指定しない。 

備考 

 

 



（261020） 

科 目 名 マンガ史Ⅰ 

英文科目名 History of Manga I 

教 員 名 細萱 敦 

単 位 数 2 授業区分 
選択又は必

修 

年次配当 1 開講区分 
2013 年度 

前期 

授業概要 

及 び 

到達目標 

日本を中心にマンガ（漫画）という表現ジャンルの歴史的
発展を、それを取り巻くメディアや社会の変遷をたどりつ
つ見ていきます。 
前期に当たる「マンガ史Ⅰ」では、絵画などの隣接したジ
ャンル、また国際間の影響関係も視野に入れつつ、中世
から江戸時代までのプレ･マンガ（絵巻や絵草紙など）を
始めとし、近代ジャーナリズムの中でマンガが重要な役
割を担うようになった明治時代、現代につながるストーリ
ーマンガが勃興した昭和戦前期、そしてマンガがあふれ
出す寸前の戦後復興期までをカバーします。 
いつの時代も、絵と文字を組み合わせた物語や出来事
を描き表わす作家がいたことを知り、その系譜に連なっ
た現代の作り手であることを自認し、自らの立ち位置を定
めるための見識を得ることを目標とします。 

授業計画 

1．オリエンテーション 
2．マンガの発生（世界編） 
3．マンガの発生（日本編） 
4．ルネサンスの人間主義と反人間主義 
5．近世風俗画の世界 
6．江戸時代の絵草紙と「漫画」 
7．19 世紀ヨーロッパ諷刺画の発展 
8．幕末、明治開化期の諷刺画 
9．明治時代、近代漫画の誕生 
10．アメリカでのコミックの繁栄 
11．大正時代、人気キャラクターの登場 
12．昭和初期、ストーリーマンガの勃興 
13．戦争とマンガ 
14．終戦とマンガの新しいスタート 
15．「妖怪マンガ」の長い系譜 

履修上の 

注意及び 

準備学習 

（予習，復習 

について） 

携帯電話の使用等のマナーに反する行為は厳禁。 
毎回最後に次回のためのキーワードを提示するので、そ
れにしたがって自分なりに予習をしてくること。それから紹
介しきれない参考資料を列挙するので、何かしら参照し
て復習とすること。 

成績評価 

方法及び 

試験方法 

学期終盤に「課題」に基づいたレポートを提出してもら
い、その成績に出席状況を加味し総合評価する。 

教科書等 

特に指定しない。 

備考 

 

 

 （261050） 

科 目 名 マンガ史Ⅱ 

英文科目名 History of Manga II 

教 員 名 秋田 孝宏 

単 位 数 2 授業区分 選択 

年次配当 1 開講区分 
2013 年度 

後期 

授業概要 

及 び 

到達目標 

「マンガ史Ⅰ」に続く時代を講義する。なるべく多くの作
品、マンガ家を紹介し、具体的に戦後のマンガの歴史を
紹介する。マンガには諷刺漫画、風俗漫画などさまざま
あるが、時間の関係でそのすべてを紹介しきれないの
で、ストーリーマンガを中心とし、それ以外は簡単に紹介
するにとどめる。 
本講義では、マンガの歩んできた歴史を振り返ることによ
って、マンガをより深く理解し、流行に縛られない視点か
らマンガの本質を見極められるようになることを目標とす
る。 

授業計画 

1  オリエンテーション 戦後マンガ史概観 
2 漫画集団の活動 
3 敗戦直後の状況と手塚治虫のデビュー 
4 月刊誌の時代 
5 手塚マンガを継ぐもの トキワ荘グループを例に 
6 貸本マンガ、劇画の隆盛と衰退 
7 マンガ週刊誌誕生 
8 マンガ週刊誌の隆盛 
9 手塚治虫の仕事 
10 ギャグマンガの略史 
11 少女マンガの略史 
12 少女マンガの全盛時代 
13 ニューウェーブとラブ・コメ 
14 ビジネスマンガ、教育マンガ、解説マンガ 
15 新しいマンガの時代 

履修上の 

注意及び 

準備学習 

（予習，復習 

について） 

授業では紹介するすべての作品を深く解説する時間は
ないので、表面的な紹介になる作品も多いほか、自分で
読んでみることで理解できることも多いので、なるべく多く
の作品を読むように努めること。 

成績評価 

方法及び 

試験方法 

授業数の三分の二以上出席を単位認定の最低条件と
する。 
試験は、資料の持ち込み可とし、用語の暗記などではな
く、授業の理解度を見る。 
満点を 100 点としする。ただし、極端に誤字脱字が多か
ったり、乱雑で読みにくい答案の場合（文字の上手下手
ではなく、書き方の丁寧さ）は、最高 10 点までの範囲で
減点する。 

教科書等 

参考図書 吉村和真編著『マンガの教科書 マンガの歴
史がわかる 60 話』 臨川書店 1890 円 
その他 適宜授業で参考図書を紹介する。 

備考 

 

 



（261060） 

科 目 名 編集・出版概論 

英文科目名 Introduction to Editing and Publishing 

教 員 名 細萱 敦 

単 位 数 2 授業区分 選択 

年次配当 1 開講区分 
2013 年度 

後期 

授業概要 

及 び 

到達目標 

マンガは出版文化の中に位置づけられるので、まず本や
雑誌を出版することの意義について学び、作家と出版人
がどのようにそれを責任持って支えていくかについて学び
ます。 
そしてマンガというビジュアルエンタテインメントのあり方に
ついて、過去・現在・未来に及ぶパースペクティブを持つ
ために、オーソドックスなマンガ出版、デジタル時代のマ
ンガ出版、隣接するメディアミックスの出版からそれぞれ
専門的なゲストを招いて、これから求められるものについ
て数回ずつ講義してもらいます。 
メディアの中で自らを見失わないための実践的講義で
す。 

授業計画 

1．オリエンテーション 
2．本を出版するということ 
3．作家と出版社 
4．マンガ雑誌編集者の仕事 
5．マンガ雑誌編集者が作家に求めるもの 
6．編集者と作家の今後 
7．デジタル時代の編集者の仕事 
8．デジタルメディアとマンガの関係 
9．デジタルマンガの将来 
10．マンガ隣接領域の編集者 
11．マンガとメディアミックス 
12．メディアミックス時代のマンガ家とは 
13．同人誌（自費出版）という選択 
14．歴史的な出版（復刻等) 
15．国際的な出版 

履修上の 

注意及び 

準備学習 

（予習，復習 

について） 

携帯電話の使用等、マナーに反する行為は厳禁。 
ゲスト講師の実績については、事前に情報を提供するの
で、バックグラウンドについてある程度調べてくること。自
分が興味ある出版のジャンルについて、事後でいいので
具体的な質問事項をじっくり考えること。 

成績評価 

方法及び 

試験方法 

毎回授業の最後にテーマに基づいたミニレポートを提出
してもらう。それらの評価と出席状況をあわせて総合評
価する。 

教科書等 

特に定めない。 

備考 

 

 

 （261080） 

科 目 名 ストーリー演習Ⅰ 

英文科目名 Mangawriting I 

教 員 名 佐藤 敏章 

単 位 数 2 授業区分 選択 

年次配当 1 開講区分 
2013 年度 

前期 

授業概要 

及 び 

到達目標 

自らの発想をいかにプロットに組み上げるかを、実作を通
して学ぶ。演習はテーマに沿ったプロット書きと、グルー
プでの合評を中心に行い、毎回、演習の最初に簡単な
講義、終わりに講師の講評を加える。 
到達目標：アイデアを色々なプロットに組み上げることが
でき、さらに、自作をより客観的にチェックできる。 
 

授業計画 

1.三題話にチャレンジ 
２．１のプロットの合評 
３．「何かがお家にやってきた」 
４．３のプロットの合評 
５．「ボーイ ミーツ ガール」 
６．５のプロットの合評 
７．「超能力をひとつ」 
８．７のプロットの合評 
９．構成を気にしながら映画を見る 
１０．「だれかとの戦い」 
１１．１０のプロットの合評 
１２．音楽を聞いてプロットを起こす 
１３．１２のプロットの合評 
１４．好きにプロットを書いてみる 
１５．１４のプロットの合評 
＊授業計画については変更されることがあります。 

履修上の 

注意及び 

準備学習 

（予習，復習 

について） 

ノート、筆記具は、各自持参してください。 
受講中の携帯電話の使用は禁止します。 
受講中の飲食も禁止します。 
詳細については、ガイダンスにおいて説明します。 

成績評価 

方法及び 

試験方法 

出席状況と提出課題によって評価します。 

教科書等 

教科書は使用しません。必要に応じてレジュメなどのプリ
ントを配布することがあります。 

備考 

 

 



（261090） 

科 目 名 マンガ制作演習Ⅰ 

英文科目名 Workshop on Manga I 

教 員 名 夢来鳥 ねむ、井上 正治 

単 位 数 4 授業区分 選択 

年次配当 1 開講区分 
2013 年度 

前期～後期 

授業概要 

及 び 

到達目標 

《ストーリーマンガ制作・夢来鳥》 

【授業概要】 

第三者に『感動』を提供する事がクリエイターの仕事です。 

マンガを通じ多種多様な『感動』を表現する。 

その上で必要な総合技術を、一年次は基礎的な面から習得していきます。 

ストーリーマンガ（16 ページ以上）の制作を主とする。 

１）マンガ１P～２P 

 日常体験した『感動』をベースに制作。 

２）ストーリーマンガ制作。（テーマ有り・扉絵を含め１６P 以上） 

 ３）『EMOTIONAL NOTE』は毎回提出。 

【到達目標】 

・マンガの基礎的な描き方習得する事ができる。 

・クリエイター精神を培い個々のポテンシャルを多彩に開花させる事ができ

る。  

《ストーリーマンガ制作・井上》 

【授業概要】 

・テーマに沿って１６ページのストーリーマンガを制作することで、自己表現

方法と 

 読者に表現したいことを伝える技術を学ぶ。 

【到達目標】 

・マンガの基礎的な描き方習得する事ができる。 

・生み出したものを人にどう伝えるか、クリエイターとして階段を１段登ること

を目標とする。 

授業計画 

《ストーリーマンガ制作・夢来鳥》 

１.オリエンテーション／エモーショナルノートについて  

２.１～２P マンガ制作〈原稿用紙の使い方〉 

３.１～２P マンガ〆切・提出〈基本的なマンガの描き方・順序〉 

４.ストーリーマンガ制作／プロット・キャラ表作成〈効果線 1〉 

５.プロット制作〈効果線２〉 

６.ネーム制作〈効果線３〉 

７.ネーム制作〈トーンワーク１〉 

８.ネーム〆切・提出〈トーンワーク２〉 

９.作画作業／下描き〈ホワイトの入れ方〉 

10.作画作業／下描き・ペン入れ〈描き文字の種類〉 

11.作画作業／ペン入れ〈特殊効果〉 

12.作画作業／仕上げ 

13.課題〆切 

14.講評 

15.総まとめ 

《ストーリーマンガ制作・井上》 

１.オリエンテーション／自画像による自己紹介  

２.プロット・キャラ表作成／キャラの作り方 

３.プロット・キャラ表作成／発想法１ 

４.プロット・キャラ表作成／発想法２ 

５.ネーム制作／ペンによる表現法 

６.ネーム制作／トーンワーク１ 

７.ネーム制作／トーンワーク２ 

８.ネーム〆切・提出 

９.作画作業／背景テクニック 

10.作画作業／背景テクニック 

11.作画作業／背景テクニック 

12.作画作業／仕上げテクニック 

13.作画作業／仕上げテクニック 

14.作画作業／ 

15.作品〆切・提出 

（作品提出時に講評を行う） 

履修上の 

注意及び 

準備学習 

（予習，復習 

について） 

【履修上の注意】 

原則アナログ表現とする。 

B４投稿用原稿用紙を使用。 

【予習・復習】 

映画・TV ドラマ・マンガ・小説など、 

感動出来る作品により多く触れる事。 

成績評価 

方法及び 

試験方法 

《ストーリーマンガ制作・夢来鳥》 

【成績評価方法】 

全体を 100 点として評価する。 

1)ストーリーマンガ（75 点） 

2)１〜２ページマンガ（15 点） 

3)エモーショナルノートの提出（10 点） 

4)出席が 2/3 に満たない場合は単位認定はしない。 

【試験方法】 

試験は実施しない。 

 

《ストーリーマンガ制作・井上》 

【成績評価方法】 

全体を 100 点として評価する。 

1)ネーム３０点。。 

2)作品点４０点。画力、構成力など総合的に見て採点する。 

3)授業態度、作品の出来など評価点として加点。 

・出席が 2/3 に満たない場合は単位認定はしない 

【試験方法】 

試験は実施しない。  

教科書等 教科書は使用せず必要に応じてプリントを配布。 

備考 
【課題について】 

下描き、セリフが入っていない等の途中原稿は不可とする。 
 

 （261110） 

科 目 名 マンガ基礎デッサン 

英文科目名 Basic Preparatory Drawing 

教 員 名 関口 尚、清山 忠相、山本 美希 

単 位 数 4 授業区分 選択 

年次配当 1 開講区分 
2013 年度 

前期 

授業概要 

及 び 

到達目標 

 マンガ家を目指すものにとってのデッサンの意味は、頭
の中にあるイメージを具体化するための表現力を身に付
けることに尽きる。そのためには身の回りの世界・物事を
日々、良く観察することが重要である。しかしながら、そ
れは厳しいトレーニングの積み重ねと繰り返しの裏付けが
あってこそ、はじめて成し得るものなのである。 
 一年次の「マンガ基礎デッサン」では描写することを徹
底して行っていく。対象物の「あるがまま」を描写すること
を繰り返し行うことにより、表現者としての基礎的な描写
のテクニックを磨くことはもちろん、造形や色彩の基礎的
センス、観察力、作品を作り上げる忍耐力・持続力な
ど、マンガ家のみならず全ての表現者に必須の能力を身
につけることを目的としている。尚、当講座はニ年次「マ
ンガ表現デッサン」につながるよう、連続したカリキュラム
を考えているため、両方を履修することが望ましい。 
 

授業計画 

●学校(アトリエ)課題 
1,2   ガイダンス、デッサンの目的と用具について  
3,4   ①静物…基本的形態、明暗、遠近法を知る 
5,6   ①講評  ②手…人体の基本を理解する 
７,8   ②手  ②講評 
9,10  ③石膏像…人体を立体物として観察する 
11,12 ③石膏像 ④自画像……表情を理解する。自
分と向き合う 
13,14  ④自画像 
15,16  ③④講評 ⑤人物クロッキーⅠ…人体のバラン
スを知る 
17,18  ⑤人物クロッキーⅡ  ⑥人物モデル(ヌード) 
19,20 ⑥人物モデル(ヌード) 
21,22  ⑦樹木…自然物と空間を理解する 
23,24 ⑦樹木  ⑥⑦講評 
25,26 ⑧人物クロッキーⅢ  ⑨人物モデル(着衣) 
27,28 ⑨人物モデル(着衣)…人体の動きと服の皺を観
察する 
29,30 ⑨講評・レクチャー 
●家庭課題 
1, 自分の持ち物(靴)…質感、リアリズムを理解する 
2, 植物を描く…自然物を観察する 
3, 布を描く…質感、明暗、シワを観察する 
4, 人物スケッチ…野外でのスケッチの習慣をつける 
 

履修上の 

注意及び 

準備学習 

（予習，復習 

について） 

授業は半期(週 2 日/水・木)完結です。クラス分けをし
前後期に同じ内容を開講します。その点と履修の仕方に
ついての説明をしますので、入学時の学科ガイダンス、
初回ガイダンス共に必ず出席すること。 

成績評価 

方法及び 

試験方法 

出席および家庭課題を含む提出課題作品の評価によ
る。 
試験は行わない。 

教科書等 

教科書は使用しない。プリント配布。 

備考 

担当教員:関口 尚、清山 忠相、山本 美希 

 



（261111） 

科 目 名 マンガ基礎デッサン 

英文科目名 Basic Preparatory Drawing 

教 員 名 関口 尚、清山 忠相、山本 美希 

単 位 数 4 授業区分 選択 

年次配当 1 開講区分 
2013 年度 

後期 

授業概要 

及 び 

到達目標 

 マンガ家を目指すものにとってのデッサンの意味は、頭
の中にあるイメージを具体化するための表現力を身に付
けることに尽きる。そのためには身の回りの世界・物事を
日々、良く観察することが重要である。しかしながら、そ
れは厳しいトレーニングの積み重ねと繰り返しの裏付けが
あってこそ、はじめて成し得るものなのである。 
 一年次の「マンガ基礎デッサン」では描写することを徹
底して行っていく。対象物の「あるがまま」を描写すること
を繰り返し行うことにより、表現者としての基礎的な描写
のテクニックを磨くことはもちろん、造形や色彩の基礎的
センス、観察力、作品を作り上げる忍耐力・持続力など、
マンガ家のみならず全ての表現者に必須の能力を身に
つけることを目的としている。尚、当講座はニ年次「マン
ガ表現デッサン」につながるよう、連続したカリキュラムを
考えているため、両方を履修することが望ましい。 
 

授業計画 

●学校(アトリエ)課題 
1,2   ガイダンス、デッサンの目的と用具について  
3,4   ①静物…基本的形態、明暗、遠近法を知る 
5,6   ①講評  ②手…人体の基本を理解する 
７,8   ②手  ②講評 
9,10  ③石膏像…人体を立体物として観察する 
11,12 ③石膏像 ④自画像……表情を理解する。自
分と向き合う 
13,14  ④自画像 
15,16  ③④講評 ⑤人物クロッキーⅠ…人体のバラン
スを知る 
17,18  ⑤人物クロッキーⅡ  ⑥人物モデル(ヌード) 
19,20 ⑥人物モデル(ヌード) 
21,22  ⑦樹木…自然物と空間を理解する 
23,24 ⑦樹木  ⑥⑦講評 
25,26 ⑧人物クロッキーⅢ  ⑨人物モデル(着衣) 
27,28 ⑨人物モデル(着衣)…人体の動きと服の皺を観
察する 
29,30 ⑨講評・レクチャー 
●家庭課題 
1, 自分の持ち物(靴)…質感、リアリズムを理解する 
2, 植物を描く…自然物を観察する 
3, 布を描く…質感、明暗、シワを観察する 
4, 人物スケッチ…野外でのスケッチの習慣をつける 
 

履修上の 

注意及び 

準備学習 

（予習，復習 

について） 

授業は半期(週2日/水・木)完結です。クラス分けをし前
後期に同じ内容を開講します。その点と履修の仕方につ
いての説明をしますので、入学時の学科ガイダンス、初
回ガイダンス共に必ず出席すること。 

成績評価 

方法及び 

試験方法 

出席および家庭課題を含む提出課題作品の評価によ
る。 
試験は行わない。 

教科書等 

教科書は使用しない。プリント配布。 

備考 

担当教員:関口 尚、清山 忠相、山本 美希 

 

 （261150） 

科 目 名 コンピュータ基礎演習 

英文科目名 Basic Practice in Computer Applications 

教 員 名 小林 祐司 

単 位 数 4 授業区分 選択 

年次配当 1 開講区分 
2013 年度 

前期 

授業概要 

及 び 

到達目標 

【授業の目的】 
CG における描画や画像処理などの基本となるスキルを
身に付ける。 
【授業概要】 
ビットマップ画像、ベクトル画像、解像度などの基本的な
知識から、レイヤーの使い分け、CG 特有の様々なツー
ルを用いた描画法や表現方を学び、各テーマに沿って
作品を制作する。 
主 に 画 像 処 理 ソ フ ト Photoshop を 使 用 。 そ の 他
Illustrator も使用。 
【到達目標】 
コンピューター・グラフィックが如何なるものであるか理解
し、身に付けた技術を応用し今後の表現活動に役立て
られるようにする。 

授業計画 

1. 基本的なコンピュータの仕組み、CG 画像について 
2. ビットマップ画像、解像度について 
3. 筆ツールによる描画（Photoshop） 
4. 筆ツールの応用 
5. レイヤーの概念、使い方。選択範囲を用いた描画
（基礎） 
6. 選択範囲を用いた描画（応用） 
7. マスクの作成、使い方 
8. 画像データの取り込み方、スキャンニング 
9. .マスクを用いた着色法 
10. 前期応用課題 
11.画像の取り込みとトレース 
11. 簡易的なアニメーション作成 
12.実写との合成 
13. パスの使い方（基本） 
14. パスによるトレース、描画 
15. 前課題までの総合的な応用作品制作 
16. .Illustrator の基本的な使い方 
17. .Photoshop と Illustrator の両方を用いた総合的な作
品制作 
課題によっては 4 コマにわたり作品を制作してもらいま
す。 

履修上の 

注意及び 

準備学習 

（予習，復習 

について） 

毎回授業で解説、提示する課題に沿った作品を制作、
提出してもらいます。 
パソコン、CG 初心者にも対応した授業内容になっていま
す。 
基本的に授業時間内で作業し、提出してもらう課題にな
っています。 
自宅にパソコンがなくても問題ありません。その分授業に
集中しましょう。 
課題によってはラフのスケッチや原稿（CGではないです）
を用意してもらうことがあるのでその準備は怠らないよう
に。 
予習はする必要はありませんが己の為に復習することを
お勧めします。 

成績評価 

方法及び 

試験方法 

【成績評価対象と基準】 
各課題評価点（100 点満点）の平均点で成績を出しま
す。 
さらにその平均点から未提出課題数×３点マイナスしま
す。 
全作品提出かつ出席皆勤者はその平均点に+４点しま
す。 
出席が 2/3 に満たない場合は単位認定しません 
*定期試験は行いません。 
 

教科書等 

教科書は特にありません。 
授業内でプリントを配り解説しますので、ノートをしっかり
取るようにしてください。 
また積極的に分からないことは質問して下さい。 

備考 

演習内で制作したデータのバックアップの為、各自ポー
タブル・ハードディスクを購入、持参すること。 

 



（261151） 

科 目 名 コンピュータ基礎演習 

英文科目名 Basic Practice in Computer Applications 

教 員 名 小林 祐司 

単 位 数 4 授業区分 選択 

年次配当 1 開講区分 
2013 年度 

後期 

授業概要 

及 び 

到達目標 

【授業の目的】 
CG における描画や画像処理などの基本となるスキルを
身に付ける。 
【授業概要】 
ビットマップ画像、ベクトル画像、解像度などの基本的な
知識から、レイヤーの使い分け、CG 特有の様々なツー
ルを用いた描画法や表現方を学び、各テーマに沿って
作品を制作する。 
主に画像処理ソフトPhotoshopを使用。その他Illustrator
も使用。 
【到達目標】 
コンピューター・グラフィックが如何なるものであるか理解
し、身に付けた技術を応用し今後の表現活動に役立てら
れるようにする。 
 

授業計画 

1. 基本的なコンピュータの仕組み、CG 画像について 
2. ビットマップ画像、解像度について 
3. 筆ツールによる描画（Photoshop） 
4. 筆ツールの応用 
5. レイヤーの概念、使い方。選択範囲を用いた描画（基
礎） 
6. 選択範囲を用いた描画（応用） 
7. マスクの作成、使い方 
8. 画像データの取り込み方、スキャンニング 
9. .マスクを用いた着色法 
10. 前期応用課題 
11.画像の取り込みとトレース 
11. 簡易的なアニメーション作成 
12.実写との合成 
13. パスの使い方（基本） 
14. パスによるトレース、描画 
15. 前課題までの総合的な応用作品制作 
16. .Illustrator の基本的な使い方 
17. .Photoshop と Illustrator の両方を用いた総合的な作
品制作 
課題によっては 4 コマにわたり作品を制作してもらいま
す。 

履修上の 

注意及び 

準備学習 

（予習，復習 

について） 

毎回授業で解説、提示する課題に沿った作品を制作、
提出してもらいます。 
パソコン、CG 初心者にも対応した授業内容になっていま
す。 
基本的に授業時間内で作業し、提出してもらう課題にな
っています。 
自宅にパソコンがなくても問題ありません。その分授業に
集中しましょう。 
課題によってはラフのスケッチや原稿（CG ではないです）
を用意してもらうことがあるのでその準備は怠らないよう
に。 
予習はする必要はありませんが己の為に復習することを
お勧めします。 
 

成績評価 

方法及び 

試験方法 

【成績評価対象と基準】 
各課題評価点（100 点満点）の平均点で成績を出しま
す。 
さらにその平均点から未提出課題数×３点マイナスしま
す。 
全作品提出かつ出席皆勤者はその平均点に+４点しま
す。 
出席が 2/3 に満たない場合は単位認定しません 
*定期試験は行いません。 
 

教科書等 

教科書は特にありません。 
授業内でプリントを配り解説しますので、ノートをしっかり取
るようにしてください。 
また積極的に分からないことは質問して下さい。 
 

備考 

演習内で制作したデータのバックアップの為、各自ポー
タブル・ハードディスクを購入、持参すること。 
 

 

 （261180） 

科 目 名 マンガ基礎演習Ⅰ 

英文科目名 Basic Practice in Manga I 

教 員 名 森崎 法美 

単 位 数 2 授業区分 選択 

年次配当 1 開講区分 
2013 年度 

前期 

授業概要 

及 び 

到達目標 

授業目的：アナログで描くための基本的な道具の説明、
使い方、実習（効果・ペン・トーン貼り・カッ       タ
ーなど）、キャラクターの描き方、背景の描き方、ネーム
…マンガ制作のための基礎 
       を学ぶ。 
授業概要：授業前半は講義・説明、中・後半は実習を行
ってもらい、チェック・指導する。 
到達目標：自分に合うペン・用紙を理解する。 
       各種ペンを扱える。 
       キャラクターを何人か描き分けられる。 
       遠近法を理解し、背景が描ける。 
       ネームが描ける。 
最終課題のネームにおいては、希望者には講評を書い
て返却します。 

授業計画 

1．道具の説明  配布した紙に自分の似顔絵を描く。自
己紹介。 
２．ペンで描いてみよう（得意なキャラの顔と立ち姿） 
３．ペンに慣れよう（効果） 課題提出（ベタフラ・動線・か
けアミぼかし・点描） 
４．顔を描こう 
５．身体を描こう 
６．背景を描こう① 課題提出（１点パース） 
７．背景を描こう② 課題提出（なんちゃってパース） 
８．トーンを貼ろう 
９．キャラの描き分け 
１０．キャラの履歴書を作ろう 
１１．エピソードって何？ 
１２．プロットって何？ 
１３．ネームの描き方 
１４．ネームを作る 
１５．ネームを作る 課題提出（基本８ページ以上１６ペ
ージ以内） 
授業に必要な道具・材料等は前週の授業の終わりに知
らせる。 
第１回目の授業は描きやすい鉛筆・消しゴムを持参する
こと。授業の予定表を配布。 
課題を出してから、およそ２週間後が締め切りの目安。 

履修上の 

注意及び 

準備学習 

（予習，復習 

について） 

注意：全く絵（人物等）描いた経験がなくて入学した場
合、個人でスケッチ・人物デッサンの練習を    してお
くことを勧める。あくまでも基礎講座なので絵が苦手な学
生も一緒に学んでいく定。 
予習・復習 特に予習はいらないが、その日の授業で出
来 な か っ た こ と （ 人 物 描 写 ・ 遠 近 法 の 理 解        
等）自分で納得するまで復習することを勧める。 

成績評価 

方法及び 

試験方法 

全体を１００点として評価。 
課題 ペンの効果（１００点） １点パース（１００点） なん
ちゃってパース（１００点） ネーム８～１６    ページ程
度（１００点） 出席率（１００点）    
      
以上５項目の平均から、提出予定日を（締め切り）を過
ぎると、１課題につき全体から５点マイナス。（最大２０
点）  
     
出席率が２/３に満たない場合は単位は認定しない。 
課題提出で成績をつけるためテストはない。 

教科書等 

その都度必要なプリントを配布する。 

備考 

 

 



（261190） 

科 目 名 マンガ基礎演習Ⅱ 

英文科目名 Basic Practice in Manga II 

教 員 名 木寺 良一 

単 位 数 2 授業区分 選択 

年次配当 1 開講区分 
2013 年度 

後期 

授業概要 

及 び 

到達目標 

【授業概要】 
マンガ制作に必要な透視図法の基礎を学び、キャラクタ
ーに合わせた背景画を描く為の技術を習得する。シナリ
オをもとに 8 ページ程度のマンガを制作し、自己のマンガ
表現を模索する。 
【到達目標】 
透視図法が理解できている。 
 キャラクターに合わせた背景を描くことができる。 
 ベタ・スクリーントーンなどの仕上げができる。 

授業計画 

1.ガイダンス・透視図法とは 
 2.透視図法基礎１：一点透視図法について 
 3.透視図法基礎２：二点透視図法について 
 4.透視図法基礎３：アオリ・フカンについて 
 5.透視図法基礎４：透視図法まとめ 
 6.室内描写１：室内の造り・家具について 
 7.室内描写２：課題制作 
 8.建築描写１：建物外観の造りについて 
 9.建築描写２：課題制作 
 10.自然描写１：空と雲の描き方 
 11.自然描写２：樹木・岩の描き方 
 12.作品制作１：ネーム制作 
 13.作品制作２：作画 
 14.作品制作３：仕上げ 
 15.講評・まとめ 

履修上の 

注意及び 

準備学習 

（予習，復習 

について） 

【履修上の注意】 
初回授に筆記用具と 30cm 程度のアクリル製定規を持
参してください。  
【予習・復習】 
予習として、「キラとマリアの背景が描きたいー部屋・家
具・建物編ー」を読んでおいてください。 
復習は、「キラとマリアの背景が描きたいー部屋・家具・
建物編ー」に収録されている課題を制作する。 

成績評価 

方法及び 

試験方法 

課題の評価をもとに算出する。  
 欠席が４回以上ある場合は単位認定しない。 

教科書等 

教科書：「キラとマリアの背景が描きたい-部屋・家具・建
物編-」著：木寺良一（マール社） 1575 円 
配布資料あり 

備考 

 

 

 （261200） 

科 目 名 デザイン基礎演習 

英文科目名 Basic Practice in Desigining 

教 員 名 関口 尚 

単 位 数 2 授業区分 選択 

年次配当 1 開講区分 
2013 年度 

後期 

授業概要 

及 び 

到達目標 

「マンガ」や「イラストレーション」は一見「デザイン」とは関
係の薄い分野に思われますが、絵と文字を扱う点や、紙
面の構成的要素、そして何よりも大量に印刷・複製され
て世の中に流通される点において、非常にグラフィック、
ビジュアルデザインの世界と近い存在であると言えます。 
デザインの基礎的演習を通して、一般大衆に解りやす
く、美しく「読ませる」「見せる」「伝える」というコミュニケー
ションの基本を学びます。更に作品制作における、美しく
見せる為の丁寧な仕事の意識や、色彩や構成などから
「美しい」と感じられる美的感性についても向上を図りま
す。 
 

授業計画 

1, オリエンテーション/デザインの基礎を学ぶ事の意味 
2, グリッドシステムによる色彩イメージの構成 
3, 幾何構成 
4, 幾何構成 
5, 具象物と文字による色彩構成 
6, 具象物と文字による色彩構成 
7, タイポグラフィー基礎(和文) 
8, ピクトグラム(絵文字) 
9, タイポグラフィー応用(英文シンボルマーク) 
10, 切り絵によるイラストレーション 
11, 切り絵によるイラストレーション 
12, レイアウト(画像＋文字) 
13, 紙面レイアウト・デジタルデータ化 
14, 紙面レイアウト・デジタルデータ化 
15, プレゼンテーション、講評 
 

履修上の 

注意及び 

準備学習 

（予習，復習 

について） 

基本的にはアナログ(手作業)による演習が主です。 
指定された画材は各自揃える事。 
 

成績評価 

方法及び 

試験方法 

出席および提出課題作品の評価による 
試験は行わない。 
 

教科書等 

教科書は使用しない。プリント配布。 

備考 

 

 



（262020） 

科 目 名 マンガ文化論 

英文科目名 Cultural Studies on Manga 

教 員 名 細萱 敦 

単 位 数 2 授業区分 選択 

年次配当 2 開講区分 
2013 年度 

前期 

授業概要 

及 び 

到達目標 

マンガを作ることから、読者のもとに届けること、様々なコ
ミュニケーションに役立てること、そして周囲からの反応
に対し応えることまで。 
日ごろなかなか意識しない「世の中のマンガのあり方」、
その逆に「マンガの中に反映される世の中のこと」。 
これから大人として長い間マンガに向き合っていかなけ
ればならない学生諸君に、マンガ人としての自覚と覚悟
を持ってもらう目的で、改めて「マンガと人と世の中の関
わり」について問題意識を高める講義をします。 

授業計画 

1．オリエンテーション 
2．マンガとともに育つ私たち 
3．マンガ読者の年齢 
4．マンガ読者の性別 
5．マンガを載せるペーパーメディア（新聞、一般誌） 
6．マンガを載せるペーパーメディア（専門誌、単行本） 
7．マンガとデジタルメディア 
8．前半レポートの講評 
9．マンガと歴史（日本編） 
10．マンガと歴史（世界編） 
11．マンガと政治外交 
12．マンガと実社会 
13．マンガと科学技術 
14．マンガと地域（ゆるキャラと町おこし） 
15．後半レポートの講評 

履修上の 

注意及び 

準備学習 

（予習，復習 

について） 

他学科、他学部、他大学まで開放しますが、希望者多
数の際はマンガ学科、アニメーション学科（2年生「マンガ
論 B」受講者）、他大学を優先として、教室のキャパシテ
ィまで履修制限する場合があります。初回のオリエンテー
ションで選考を行なう可能性がありますので、必ず出てく
ださい。 
携帯電話の使用等、マナーに反する行為は厳禁。 
毎回最後に次の授業に関するキーワードを提示するの
で、それに関して自分で調べて授業に臨むこと。 
 

成績評価 

方法及び 

試験方法 

前半と後半の2回、課題に基づいたレポートを提出しても
らう。それらの評価に基づき、出席状況を勘案して総合
評価する。 

教科書等 

特に指定しない。 

備考 

 

 

 （262030） 

科 目 名 マンガとビジネス 

英文科目名 Manga Business 

教 員 名 米原 巨朗 

単 位 数 2 授業区分 選択 

年次配当 2 開講区分 
2013 年度 

前期 

授業概要 

及 び 

到達目標 

●授業概要                                 
・マンガを職業とする際に必要な基礎知識を体系的に習
得する。 
●授業の進め方                              
・マンガビジネスの構造を理解する。                
・マンガを商品化するための技術を学ぶ。印刷を前提と
したマンガから、電子化までを想定して講義を行う。             
・以上をふまえ、将来のマンガビジネスを担うための基礎
を身につけてもらう。  
●到達目標  
・経済活動としてのマンガを理解し、プロとしての活動を
構想することができる。  
・商品としてのマンガを作ることを前提に創作活動ができ
るようになる。    
・電子化、国際化等の将来を見据えたマンガビジネスに
意見と展望を持つことができる。  
・自分がマンガビジネスのどの部分を職業としたいかを具
体的に考えることができる。 

授業計画 

（１）マンガが読者に届くまで・商品化の行程 
（２）マンガでお金は稼げるか・マンガの経済学 
（３）読者が読むのは印刷物・印刷技術と原稿 
（４）電子化されるマンガ・電子書籍の現状 
（５）マンガの原稿はこう描こう・入稿技術論 
（６）マンガはメディアを越える・メディアミックスの現状 
（７）ＭＡＮＧＡが世界にはばたくか？・海外マンガ事情 
（８）編集者は何をするか・漫画編集論 
（９）ヒット作品はこう作る・名作の分析 
（１０）マンガ作りの注意点・権利や差別問題など 
（１１）マンガ家はこんな人たち・マンガ家の実情 
(１２）これからマンガは儲かるか・マンガの将来 
（１３）今後の出版社はどうなる・出版社の将来 
（１４）アニメになるということ・マンガのアニメ化 
（１５）職業としてのマンガ 

履修上の 

注意及び 

準備学習 

（予習，復習 

について） 

●履修上の注意 
・受講中の携帯電話の使用を禁止する。 
・受講中の飲み物は許可する 
●準備学習 
・レンタルやマンガ喫茶でよいので、過去の大ヒット作品
を読んでおいてもらいたい。その作品がなぜヒットしたの
かを自分なりに分析してみることが予習となる。 
・毎回の講義の後で、再度分析してみることで復習とな
る。 
・自分でマンガ作品を描いている学生は、自分の作品も
分析してほしい。 
・状況の許す限り学生の作品を受け付けて、編集者の
視点から評価をしたい。作品を講義中に資料とすること
もあるので、発表可能な物に限る。 

成績評価 

方法及び 

試験方法 

●成績評価方法 
・期末に作品提出を求める。作品はマンガ・アニメ・原
作・作品の企画書等、商品化を前提にしたマンガに関わ
る物とする。 
・期末にテストを行う。 講義内容の理解・修得度を測る 
・１００点を満点として提出作品に５０点、期末テスト５０
点、さらに出席率を考慮して成績を評価する。 

教科書等 

「マンガで飯を食っていく」か「どんな職業についてもマン
ガとともに生きる」ために身につけたい知識の基礎を講義
する。 
修得度が数字や知識量よりも「センス」に現れることを期
待する。 

備考 

 

 



（262050） 

科 目 名 マンガと知的所有権 

英文科目名 Intellectual Property Rights and Manga 

教 員 名 渡辺 麻実 

単 位 数 2 授業区分 選択 

年次配当 1 又は 2 開講区分 
2013 年度 

前期 

授業概要 

及 び 

到達目標 

【授業概要】 

将来マンガにかかわる仕事についた時に必要となるであろう、著作権を中心

とする知的所有権についての基礎を講義する。具体的には、売れっ子マン

ガ家がやっている（であろう）キャラクター・作品の守り方、盗作騒動などのト

ラブルに巻き込まれないためのポイント、それでもトラブルに巻き込まれたと

きの対処法、持込・投稿の際に不利益をこうむらないための理論武装、であ

る。 

授業は、教員と学生の対話によって進める（昨年度より「対話スタイル」を採

用）。すなわち、授業冒頭で、後述する教科書の該当回についての質問を

受け付けた後、各回末尾に掲げた「課題」について発言をしてもらいながら

授業を進める。最後に自分の考えをまとめ、ミニレポートとして提出してもら

う。 

【到達目標】 

・マンガ家という職業について、リアルなイメージを持つことができる。 

・マンガと著作権にかかわる報道に接した時、その意味を理解できる。 

・将来、マンガを描いて生計を立てるようになった時、正しく自分の権利を主

張できる。 

・マンガをめぐるトラブルに巻き込まれにくくなる。 

 

授業計画 

１）売れっ子になったときの損得勘定・あえて訴えないという戦略 

２）売れっ子になったときの損得勘定・ミッキーマウスにあるがファービー人

形にはないもの 

３）売れっ子になったときの損得勘定・元ネタとしてのマンガ、元ネタのあるマ

ンガ――キャンディキャンディ事件を素材として 

４）売れっ子になったときの損得勘定・キャラクター権の正体――サザエさ

ん事件を素材として 

５）売れっ子になったときの損得勘定・キャラクター権の正体――ポパイネク

タイ事件を素材として 

６）売れっ子になったときの損得勘定・マンガ喫茶は美術館？ 

７）売れっ子になったときの損得勘定・著作者と著作権者は違う 

８）売れっ子になったときの損得勘定・ただの出版許諾契約なら出版社を変

えていい？ 

９）盗作騒動に巻き込まれたときの攻め方、逃げ方・海賊版が出たらいくら請

求できるか 

１０）盗作騒動に巻き込まれたときの攻め方、逃げ方・裁判で勝つコツ――

『先生、僕ですよ』事件を素材として 

１１）盗作騒動に巻き込まれたときの攻め方、逃げ方・引用はどこまで許され

るか――ゴーマニズム宣言事件を素材として 

１２）持込・投稿するときの身の守り方・原稿買取と著作権の譲渡は別問題 

１３）持込・投稿するときの身の守り方・著作権を譲渡しても"勝手に原稿を

変えるな"と言える 

１４）補足（質問への回答など） 

１５）発表 

 

履修上の 

注意及び 

準備学習 

（予習，復習 

について） 

後述する教科書の該当回を予習してくること（ざっと読むだけでも

構わない。該当回の全体像をつかむことが大切である）。「課題」

についても心当たりがなければ、事前に調べること。“心当たり”が

ある学生も、事前に調べ、自分の考えをまとめておくことを推奨す

る。 

復習として、該当回を精読し（丸暗記する必要はない）、なぜこの

ような議論が存在するのかを理解してほしい。その理解を、マン

ガを描く時、マンガを読む時、マンガについて話す時、マンガと著

作権にかかわる報道に接する時、マル C マークを見た時、新古

書店に入る時、マンガ喫茶の看板を見かけた時など、自身の日

常生活と結びつけてほしい。 

  

成績評価 

方法及び 

試験方法 

【成績評価対象と基準】 

全体を 100 点として、評価する。 

１．発言の回数・内容、ミニレポートの提出の有無・内容（5 点×

14 回＝70 点） 

２．15 回に実施する発表またはレポートの内容（30 点） 

※発表は、授業に参加する中で各自が興味をもったテーマにつ

いて行う。レポート提出に代えることができる。 

３．出席が 2/3 に満たない場合は、単位認定はしない。 

 

教科書等 

電子書籍「いまさら聞けない！マンガと著作権基礎講座」（渡辺

麻実著。DRM なし PDF ファイル。上 300 円、中 300 円、下 400

円 。

DL-MARKET{http://www.dlmarket.jp/product_info.php/produ

cts_id/187097} で 入 手 可 能 。 上 は 言 い 値 書 店

{http://www.iineshoten.com/book/7}でも入手できる。学習の

便宜のための複製（コピー）を許可する。） 

参考書、参考サイトについては、上記電子書籍を参照されたい。 

備考 

 

 

 （262060） 

科 目 名 マンガ取材論 

英文科目名 Research Method 

教 員 名 今 秀生 

単 位 数 2 授業区分 選択 

年次配当 2 開講区分 
2013 年度 

前期 

授業概要 

及 び 

到達目標 

【授業概要】 
マンガ制作、あるいはマンガ編集や記事作成に必要な
取材の方法論を講義する。 
【到達目標】 
・取材の仕方、方法論が具体的に理解出来る 
・マンガ制作における取材の必要性を理解し、ノウハウを
習得出来る 
・マンガ編集における取材の必要性を理解し、ノウハウを
習得出来る 
・取材記事作成やインタビューのノウハウを習得し、実際
に記事を制作出来る 
 

授業計画 

【授業計画】 
１．取材とは 
２．マンガにおける取材（１） 
３．マンガにおける取材（２） 
４．マンガ編集における取材（１） 
５．マンガ編集における取材（２） 
６．インタビュー方法論（１） 
７．インタビュー方法論（２） 
８．企画書の作り方 
９．素材から企画を作る 
10．企画から取材をする 
11．取材から作品を作る 
12．記事の作り方 
13．インタビュー記事の作り方 
14．マンガ制作の現場の現状 
15．まとめ 
 

履修上の 

注意及び 

準備学習 

（予習，復習 

について） 

【履修上の注意】 
創作のヒントは身の回りの転がっている。 
が、それに気づけるか気づけないかは「意識」とある程度
の「訓練」が必要である。 
一般に広く興味を持ち、人間に興味を持っている人が望
ましい。 
 

成績評価 

方法及び 

試験方法 

【成績評価対象と基準】 
２回のレポートで評価する 
（授業内で作成するレポートと前期終了時に提出するレ
ポートの２回） 
出席が 2/3 に満たない場合は単位認定はしない 

教科書等 

特に無し 

備考 

 

 



（262080） 

科 目 名 カートゥーン論 

英文科目名 Cartoon 

教 員 名 関口 尚 

単 位 数 2 授業区分 選択 

年次配当 2 開講区分 
2013 年度 

後期 

授業概要 

及 び 

到達目標 

 この授業におけるカートゥーンとは、政治・風刺漫画を
はじめとする一コマ漫画や、ユーモア・イラストレーション
を指すものである。一コマ漫画がストーリーマンガ(コミック
ス)に主役の座を明け渡して久しい。現在では新聞等に
僅かにその活躍の場を残すまでとなってしまった一コマ
漫画であるが、その使命は終わってしまったのだろうか?
ここではそんな現状を検証しつつ、国内・外を問わずその
作品の魅力・表現を紹介しながら、漫画という枠にとらわ
れないイラストレーションとしてのカートゥーン、コミュニケ
ーションにおけるユーモアと笑いなどの観点から、現代に
おけるカートゥーンの役割と今後、表現について考える。 

授業計画 

1,ガイダンス、カートゥーンの魅力を知る 
2,カートゥーンの定義と分類―風刺からナンセンスまで― 
3,カートゥーンの現在―危機的現状― 
4,カートゥーン的世界―ユーモア表現の広がり― 
5,作家・作品研究１(海外の作家)  
6,ユーモアと笑いⅠ―コミュニケーションを考える― 
7,ユーモアと笑いⅡ―笑いの研究― 
8,カートゥーンと社会的アクション―笑いで世界を救える
か?― 
9,作家・作品研究Ⅱ(日本の作家)  
10,カートゥーンの表現―オリジナリティ、大衆性と芸術性
― 
11,作家・作品研究Ⅲ(デザイン・アートの世界) 
12,課題作品②・講評 
13,実践的表現研究―発想法とアイデアの展開― 
14,カートゥーンの今後と未来―新しい解釈と傾向― 
15,課題作品③・講評・総評 
 

履修上の 

注意及び 

準備学習 

（予習，復習 

について） 

毎回簡単な絵を描いてもらいます。筆記具を必ず持参
すること。 
履修希望者が多数の場合は、人数を制限する場合があ
ります。 
初回の授業には必ず出席すること。 

成績評価 

方法及び 

試験方法 

出席状況、レポートと作品の提出課題の評価によるが、 
遅刻せず出席する事が何より重要。 
レポート課題一回、作品制作課題二回を行う予定。 
試験は行わない。 

教科書等 

教科書は使用しない。 

備考 

 

 

 （262090） 

科 目 名 マンガ制作演習Ⅱ 

英文科目名 Workshop on Manga II 

教 員 名 夢来鳥 ねむ、井上 正治 

単 位 数 4 授業区分 選択 

年次配当 2 開講区分 
2013 年度 

前期～後期 

授業概要 

及 び 

到達目標 

《ストーリーマンガ制作・夢来鳥》 

【授業概要】 

グループ演習のストーリーマンガ制作を主とします。 

１）マンガ１P～２P 

 日常体験した『感動』をベースに制作。 

２）グループ演習・ストーリーマンガ or４コママンガ制作（扉絵を含め１６P 以上）。 

 ４～５人のグループを作り、１人１キャラクターを作成し、グループで持ち寄ったキャラクタ

ー全員を登場させた作品を制作する。 

３）『EMOTIONAL NOTE』は毎回提出。 

【到達目標】 

・制作演習Ⅰで学習した基礎をベースに、そこで開花させた自由な表現を 

さらに深める事ができる。 

・様々な発想やキャラクターに触れ、研究する事ができる。 

・作風の幅を広げる事ができる。 

《ストーリーマンガ制作・井上》 

【授業概要】 

「妖怪」をテーマに１６ページのストーリーマンガを制作。 

妖怪に限らず、人間の理解を超える奇怪で異常な現象や、あるいはそれらを起こす不可

思議な力を持つ非日常的なものが存在するかもしれない。 

そんな不思議なものを、想像力を駆使して作品で表現する。 

【到達目標】 

制作演習Ⅰで学習した基礎をベースに、作画力のアップ、および読者を楽しませることを

意識しながら作品作りをすることでクリエイターとしての階段を１段でも２段でも登ることを目

標にする。 

授業計画 

《ストーリーマンガ制作・夢来鳥》 

１.オリエンテーション／１～２P マンガネーム制作 

２.１～２P マンガ作画 

３.１～２P マンガ〆切・提出／グループ演習キャラクター制作・提出 

４.グループ演習 グループディスカッション  

５.グループ演習 プロット制作 

６.グループ演習 プロット・ネーム制作 

７.グループ演習 ネーム制作 

８.ネーム〆切提出 

９.作画作業／下描き 

10.作画作業／下描き・ペン入れ 

11.作画作業／ペン入れ 

12.作画作業／仕上げ 

13.グループ演習課題〆切 

14.講評 

15.総まとめ 

《ストーリーマンガ制作・井上》 

１.オリエンテーション／自画像による自己紹介  

２.プロット・キャラ表作成／キャラの作り方 

３.プロット・キャラ表作成／発想法１ 

４.プロット・キャラ表作成／発想法２ 

５.ネーム制作／ペンによる表現法 

６.ネーム制作／トーンワーク１ 

７.ネーム制作／トーンワーク２ 

８.ネーム〆切・提出 

９.作画作業／背景テクニック 

10.作画作業／背景テクニック 

11.作画作業／背景テクニック 

12.作画作業／仕上げテクニック 

13.作画作業／仕上げテクニック 

14.作画作業／ 

15.作品〆切・提出 

（作品提出時に講評を行う） 

履修上の 

注意及び 

準備学習 

（予習，復習 

について） 

【履修上の注意】 

アナログ表現を基本とするが、デジタルで作成したい者は要相談。 

B４投稿用原稿用紙を使用。 

【予習・復習】 

映画・TV ドラマ・マンガ・小説など、 

感動出来る作品により多く触れる事。 

成績評価 

方法及び 

試験方法 

《ストーリーマンガ制作・夢来鳥》 

【成績評価方法】 

全体を 100 点として評価する。 

1)グループ演習／ストーリーマンガ（75 点） 

2)１～２ページマンガ（15 点） 

3)エモーショナルノートの提出（10 点） 

4)出席が 2/3 に満たない場合は単位認定はしない。 

【試験方法】 

試験は実施しない。 

 

《ストーリーマンガ制作・井上》 

【成績評価方法】 

全体を 100 点として評価する。 

1)ネーム３０点。。 

2)作品点４０点。画力、構成力など総合的に見て採点する。 

3)授業態度、作品の出来など評価点として加点。 

・出席が 2/3 に満たない場合は単位認定はしない 

【試験方法】 

試験は実施しない。   

教科書等 教科書は使用せず必要に応じてプリントを配布。 

備考 

【課題について】 

下描き、セリフが入っていない等の途中原稿は不可とする。 

 



（262100） 

科 目 名 マンガ制作演習Ⅱ（再） 

英文科目名 Workshop on Manga II 

教 員 名 夢来鳥 ねむ、井上 正治、佐藤 敏章 

単 位 数 6 授業区分 必修 

年次配当 2 開講区分 
2013 年度 

前期～後期 

授業概要 

及 び 

到達目標 

《ストーリーマンガ制作・夢来鳥》 

【授業概要】 

グループ演習のストーリーマンガ制作を主とする。 

１）マンガ１P～２P 

 日常体験した『感動』をベースに制作。 

２）グループ演習・ストーリーマンガ or４コママンガ制作（扉絵を含め１６P 以上）。 

 ４～５人のグループを作り、１人１キャラクターを作成し、グループで持ち寄ったキャラクタ

ー全員を登場させた作品を制作する。 

３）『EMOTIONAL NOTE』は毎回提出。 

【到達目標】 

・制作演習Ⅰで学習した基礎をベースに、そこで開花させた自由な表現を、 

さらに深める事ができる。 

・様々な発想やキャラクターに触れ、研究する事ができる。 

・作風の幅を広げる事ができる。 

《ストーリーマンガ制作・井上》 

【授業概要】 

「妖怪」をテーマに１６ページのストーリーマンガを制作。 

妖怪に限らず、人間の理解を超える奇怪で異常な現象や、あるいはそれらを起こす不可思

議な力を持つ非日常的なものが存在するかもしれない。 

そんな不思議なものを、想像力を駆使して作品で表現する。 

【到達目標】 

制作演習Ⅰで学習した基礎をベースに、作画力のアップ、および読者を楽しませることを意

識しながら作品作りをすることでクリエイターとしての階段を１段でも２段でも登ることを目標

にする。 

授業計画 

《ストーリーマンガ制作・夢来鳥》 

１.オリエンテーション／１～２P マンガネーム制作 

２.１～２P マンガ作画 

３.１～２P マンガ〆切・提出／グループ演習キャラクター制作・提出 

４.グループ演習 グループディスカッション  

５.グループ演習 プロット制作 

６.グループ演習 プロット・ネーム制作 

７.グループ演習 ネーム制作 

８.ネーム〆切提出 

９.作画作業／下描き 

10.作画作業／下描き・ペン入れ 

11.作画作業／ペン入れ 

12.作画作業／仕上げ 

13.グループ演習課題〆切 

14.講評 

15.総まとめ 

《ストーリーマンガ制作・井上》 

１.オリエンテーション／自画像による自己紹介  

２.プロット・キャラ表作成／キャラの作り方 

３.プロット・キャラ表作成／発想法１ 

４.プロット・キャラ表作成／発想法２ 

５.ネーム制作／ペンによる表現法 

６.ネーム制作／トーンワーク１ 

７.ネーム制作／トーンワーク２ 

８.ネーム〆切・提出 

９.作画作業／背景テクニック 

10.作画作業／背景テクニック 

11.作画作業／背景テクニック 

12.作画作業／仕上げテクニック 

13.作画作業／仕上げテクニック 

14.作画作業／ 

15.作品〆切・提出 

（作品提出時に講評を行う）  

履修上の 

注意及び 

準備学習 

（予習，復習 

について） 

【履修上の注意】 

アナログ表現を基本とするが、デジタル表現で作成したい者は要相談。 

B４投稿用原稿用紙を使用。 

【予習・復習】 

映画・TV ドラマ・マンガ・小説など、 

感動出来る作品により多く触れる事。 

成績評価 

方法及び 

試験方法 

《ストーリーマンガ制作・夢来鳥》 

【成績評価方法】 

全体を 100 点として評価する。 

1)グループ演習／ストーリーマンガ（75 点） 

2)１～２ページマンガ（15 点） 

3)エモーショナルノートの提出（10 点） 

4)出席が 2/3 に満たない場合は単位認定はしない。 

【試験方法】 

試験は実施しない。 

 

《ストーリーマンガ制作・井上》 

【成績評価方法】 

全体を 100 点として評価する。 

1)ネーム３０点。。 

2)作品点４０点。画力、構成力など総合的に見て採点する。 

3)授業態度、作品の出来など評価点として加点。 

・出席が 2/3 に満たない場合は単位認定はしない 

【試験方法】 

試験は実施しない。   

教科書等 
教科書は使用せず必要に応じてプリントを配布。 

備考 

【課題について】 

下描き、セリフが入っていない等の途中原稿は不可とする。 

 

 （262110） 

科 目 名 マンガ表現デッサン 

英文科目名 Advanced Drawing for Manga 

教 員 名 関口 尚、清山 忠相、山本 美希 

単 位 数 4 授業区分 選択 

年次配当 2 開講区分 
2013 年度 

前期 

授業概要 

及 び 

到達目標 

 一年次の「基礎デッサン」では基礎的な描写力をつけ
る事を目的とし、対象物の「あるがまま」を鉛筆で描写す
ることを繰り返し行ってきた。二年次も引き続き描写のテ
クニックを磨くことはもちろんであるが、水彩絵具をはじめ
様々な画材を用いる事によって、幅広く表現の可能性を
研究し、個々のオリジナリティーのある表現力を身につけ
る事を目指したい。作家として自分のスタイルを模索す
る事は、若い時期にこそ真剣に取り組んで欲しいことであ
る。独自の表現・技法を作り上げるための試行錯誤を繰
り返し「継続」する。 
 

授業計画 

●学校(アトリエ)課題 
1,2   描写と表現における個性について 
3,4   ①静物を描く(1) ……透明水彩 
5,6   ①静物を描く(2)、①講評 
7,8   ②学内風景を描く(1)…透明水彩 
9,10  ②学内風景を描く(２) 
11,12 ②講評、③テクニカル・クロッキー…描画材によ
る表現研究 
13,14 ④ヌード（女性）・グレーデッサン(1) 
15,16 ④ヌード（女性）(２)、⑤着衣（男性）モデル(1)…
透明水彩 
17,18 ⑤着衣（男性）モデル(２) 
19,20 ③④⑤講評、⑥自然物を描く（１）…細密描写 
21,22 ⑥自然物を描く（2） 
23,24 ⑥講評 
25,26 ⑦着衣（女性）モデル(１)…キャンバス、アクリル
絵具 
27,28 ヌードデッサン(2) 
29,30 講評 
●家庭課題 
1,インパクトのある自画像…表情(喜怒哀楽)、印象の研
究 
2,液体を描く…質感、発想の研究 
3,自分の部屋を描く(ペンによる表現)…リアリズムと視点
の追求 
4,卓上風景…スケール感を研究する 
 

履修上の 

注意及び 

準備学習 

（予習，復習 

について） 

原則として「マンガ基礎デッサン」を履修していること。 
モデル実習など学校での限られた時間内で制作しなけ
ればならないため、毎回遅れずにきちんと出席すること。 
三年次にカートゥーン、イラストレーションの方向を希望す
る者は、 
履修するのが望ましい。 
 

成績評価 

方法及び 

試験方法 

出席および家庭課題を含む提出課題作品の評価によ
る。 
試験は行わない。 
 

教科書等 

教科書は使用しない。プリント配布。 

備考 

担当教員:関口 尚、清山 忠相、山本 美希 

 



（262130） 

科 目 名 応用デッサンⅡ 

英文科目名 Advanced Drawing II 

教 員 名 関口 尚、清山 忠相、山本 美希 

単 位 数 2 授業区分 選択 

年次配当 2 開講区分 
2013 年度 

前期 

授業概要 

及 び 

到達目標 

 一年次の「基礎デッサン」から続くデッサン・プログラム
の最終課程である。引き続き描写のテクニックを磨くこと
はもちろんであるが、同時に個々の個性を見い出し、オリ
ジナリティーのある表現力を身につける事を目指したい。
画材と表現の研究を更に進めて行く。三年次以降の各
自の進路と方向性に結びつく、表現者としての土台を確
かなものに作り上げるための試行錯誤を繰り返し「継続」
する。 
  
 

授業計画 

●学校(アトリエ)課題 
1,着衣モデル/男性(1)…水彩絵具による表現研究 
2,着衣モデル/男性(2) 
3,着衣モデル/男性(3) 
4,講評 
5,自然物(石、流木、剥製など)を描く(1) …細密描写 
6,自然物を描く(2) 
7,自然物を描く(3) 
8,自然物を描く(4) 
9,講評 
10,テクニカル・クロッキーⅡ 
11,着衣モデル/女性(1)…アクリル絵具による表現研究 
12,着衣モデル/女性(2) 
13,着衣モデル/女性(3) 
14,着衣モデル/女性(4) 
15,講評 
●家庭課題 
1,Hair…リアリズムと表現の研究 
2,卓上風景…スケール感を研究する 
 

履修上の 

注意及び 

準備学習 

（予習，復習 

について） 

集中して真剣に取り組むことが絶対条件である。 
モデル実習など学校での限られた時間内で制作しなけ
ればならないため、毎回遅れずにきちんと出席すること。 
三年次にカートゥーン、イラストレーションの方向を希望す
る者は、 
履修するのが望ましい。 
 

成績評価 

方法及び 

試験方法 

出席および家庭課題を含む提出課題作品の評価によ
る。 
試験は行わない。 
 

教科書等 

教科書は使用しない。プリント配布。 

備考 

担当教員:関口 尚、清山 忠相、山本 美希 

 

 （262140） 

科 目 名 デジタルマンガ演習 

英文科目名 
Advanced Practice in Computer Application for 

Manga 

教 員 名 木寺 良一 

単 位 数 4 授業区分 選択 

年次配当 2 開講区分 
2013 年度 

前期～後期 

授業概要 

及 び 

到達目標 

【授業概要】 
Adobe Photoshop や CELSYS ComicStudio の基本操作
を学び、デジタルマンガ制作に必要な画像処理の知識・
技術を修得する。 
前期は８～１６ページの通常のマンガを制作。後期は８
～１６ページのデジタルマンガを制作する。 
【到達目標】 
 Photoshop の基本操作ができる。 
 ComicStudio の基本操作ができる。 
 マンガ原稿のスキャニングから仕上げまでの一連の作
業ができる。 
 写真を用いた背景加工ができる。 

授業計画 

1.ガイダンス・デジタルマンガとは 
 2.原稿のスキャニングとデータの処理について 
 3.ComicStudio 基礎１：データ形式・枠線加工 
 4.ComicStudio 基礎２：描画・合成について 
 5.ComicStudio 基礎３：ネーム処理・フキ出しについて 
 6.ComicStudio 基礎４：トーン加工について 
 7.ComicStudio 基礎５：背景描写について 
 8.ComicStudio 基礎６：３D データについて 
 9.ComicStudio 基礎７：データ出力について 
 10.作品制作１：プロット作成 
 11.作品制作２：ネーム制作 
 12.作品制作３：ネームチェック 
 13.作品制作４：下描き 
 14.作品制作５：作画 
 15.作品制作６：背景描写 
 16.作品制作７：仕上げ 
 17.作品制作８：作品講評 
 18.編集について 
 19.InDesign を用いた編集作業 
 20.電子書籍制作 
 21.作品制作１：プロット 
 22.作品制作２：ネーム制作 
 23.作品制作３：ネーム制作 
 24.作品制作４：ネームチェック 
 25.作品制作５：下描き 
 26.作品制作６：作画 
 27.作品制作７：作画 
 28.作品制作８：仕上げ 
 29.作品制作９：仕上げ 
 30.講評・まとめ 

履修上の 

注意及び 

準備学習 

（予習，復習 

について） 

【履修上の注意】 
外部ストレージとしてポータブル HDDを用意してください。 
※USB メモリは使用不可とします。 
【予習・復習】 
予習として、作品制作を行いますので作品のアイデアを
まとめておいてください。 
復習として、授業時間内だけでは作品制作が終了しな
い可能性がありますので自宅でも制作を行ってください。 

成績評価 

方法及び 

試験方法 

提出課題作品の評価をもとに算出。 
 出席が２／３に満たない場合は、単位認定しない。 

教科書等 

教科書は使用しない。 
 配布資料あり。 

備考 

 

 



（262150） 

科 目 名 ＣＧ演習Ⅱ 

英文科目名 Workshop on CG II 

教 員 名 木寺 良一 

単 位 数 4 授業区分 選択 

年次配当 2 開講区分 
2013 年度 

前期～後期 

授業概要 

及 び 

到達目標 

【授業概要】 
Adobe Photoshop や CELSYS ComicStudio の基本操作
を学び、デジタルマンガ制作に必要な画像処理の知識・
技術を修得する。 
前期は８～１６ページの通常のマンガを制作。後期は８
～１６ページのデジタルマンガを制作する。 
【到達目標】 
 Photoshop の基本操作ができる。 
 ComicStudio の基本操作ができる。 
 マンガ原稿のスキャニングから仕上げまでの一連の作業
ができる。 
 写真を用いた背景加工ができる。 

授業計画 

1.ガイダンス・デジタルマンガとは 
 2.原稿のスキャニングとデータの処理について 
 3.ComicStudio 基礎１：データ形式・枠線加工 
 4.ComicStudio 基礎２：描画・合成について 
 5.ComicStudio 基礎３：ネーム処理・フキ出しについて 
 6.ComicStudio 基礎４：トーン加工について 
 7.ComicStudio 基礎５：背景描写について 
 8.ComicStudio 基礎６：３D データについて 
 9.ComicStudio 基礎７：データ出力について 
 10.作品制作１：プロット作成 
 11.作品制作２：ネーム制作 
 12.作品制作３：ネームチェック 
 13.作品制作４：下描き 
 14.作品制作５：作画 
 15.作品制作６：背景描写 
 16.作品制作７：仕上げ 
 17.作品制作８：作品講評 
 18.編集について 
 19.InDesign を用いた編集作業 
 20.電子書籍制作 
 21.作品制作１：プロット 
 22.作品制作２：ネーム制作 
 23.作品制作３：ネーム制作 
 24.作品制作４：ネームチェック 
 25.作品制作５：下描き 
 26.作品制作６：作画 
 27.作品制作７：作画 
 28.作品制作８：仕上げ 
 29.作品制作９：仕上げ 
 30.講評・まとめ 

履修上の 

注意及び 

準備学習 

（予習，復習 

について） 

【履修上の注意】 
外部ストレージとしてポータブル HDD を用意してください。 
※USB メモリは使用不可とします。 
【予習・復習】 
予習として、作品制作を行いますので作品のアイデアを
まとめておいてください。 
復習として、授業時間内だけでは作品制作が終了しない
可能性がありますので自宅でも制作を行ってください。  
 

成績評価 

方法及び 

試験方法 

提出課題作品の評価をもとに算出。 
 出席が２／３に満たない場合は、単位認定しない。 

教科書等 

教科書は使用しない 。 
 配布資料あり。 

備考 

 

 

 （262160） 

科 目 名 キャラクター・ビジネス 

英文科目名 Character Merchandising 

教 員 名 髙木 大 

単 位 数 2 授業区分 選択 

年次配当 2 又は 3 開講区分 
2013 年度 

後期 

授業概要 

及 び 

到達目標 

世界に類を見ない日本のキャラクター・ビジネス。このキ
ャラクター・ビジネスが安定した市場性を獲得するための
要件を、日本人の消費性向、付加価値生産性というキ
ーワードから説き起こし、その成立基盤である知財権（著
作権、商標権）の内容を踏まえ、キャラクター・ライセン
ス契約の実務やメディア・サポート、認知拡大のためのプ
ロモーション活動について論じていく。キャラクター商品
が市場に流通するまでの過程を、アートワーク・ディレクシ
ョンや監修作業の実例によって分かりやすく解説するとと
もに、キャラクター市場の動向と将来展望など、キャラク
ター・マーケティングの実情も紹介していく。 

授業計画 

１）キャラクター・ビジネスとは何か？ 
２）キャラクター・ビジネスと消費社会 
３）キャラクター・ビジネスの成立要件（知財権、著作権、
商標権） 
４）キャラクター・ビジネスの歴史と市場 
５）キャラクター・ビジネスの現況 
６）キャラクター・ビジネスの要件（認知とメディア・サポー
ト） 
７）キャラクター・ビジネスと消費行動 
８）キャラクター・ライセンスの実践（ライセンス契約とロイ
ヤリティ） 
９）キャラクター・ライセンスの実践（アートワーク・ディレク
ションと承認） 
１０）キャラクター・ライセンスの実践（商品化と販促使
用） 
１１）キャラクター商品の実例（付加価値のポイント・・・
①） 
１２）キャラクター商品の実例（付加価値のポイント・・・
②） 
１３）キャラクター・ビジネスと流通・リテール 
１４）キャラクター・ビジネスとマーケティング 
１５）課題レポート提出 
 

履修上の 

注意及び 

準備学習 

（予習，復習 

について） 

・携帯電話の電源は必ず切っておくこと。 
・私語は禁止。 
 

成績評価 

方法及び 

試験方法 

（成績評価方法） 
 出席数と課題レポートの内容により評価 
（試験方法） 
 課題レポート提出による 
 

教科書等 

 教科書は使用しない。 
 

備考 

 

 



（262161） 

科 目 名 キャラクター・ビジネス 

英文科目名 Character Merchandising 

教 員 名 髙木 大 

単 位 数 2 授業区分 選択 

年次配当 3 開講区分 
2013 年度 

前期 

授業概要 

及 び 

到達目標 

世界に類を見ない日本のキャラクター・ビジネス。このキ
ャラクター・ビジネスが安定した市場性を獲得するための
要件を、日本人の消費性向、付加価値生産性というキ
ーワードから説き起こし、その成立基盤である知財権（著
作権、商標権）の内容を踏まえ、キャラクター・ライセンス
契約の実務やメディア・サポート、認知拡大のためのプロ
モーション活動について論じていく。キャラクター商品が
市場に流通するまでの過程を、アートワーク・ディレクショ
ンや監修作業の実例によって分かりやすく解説するととも
に、キャラクター市場の動向と将来展望など、キャラクタ
ー・マーケティングの実情も紹介していく。 

授業計画 

１）キャラクター・ビジネスとは何か？ 
２）キャラクター・ビジネスと消費社会 
３）キャラクター・ビジネスの成立要件（知財権、著作権、
商標権） 
４）キャラクター・ビジネスの歴史と市場 
５）キャラクター・ビジネスの現況 
６）キャラクター・ビジネスの要件（認知とメディア・サポー
ト） 
７）キャラクター・ビジネスと消費行動 
８）キャラクター・ライセンスの実践（ライセンス契約とロイ
ヤリティ） 
９）キャラクター・ライセンスの実践（アートワーク・ディレク
ションと承認） 
１０）キャラクター・ライセンスの実践（商品化と販促使
用） 
１１）キャラクター商品の実例（付加価値のポイント・・・
①） 
１２）キャラクター商品の実例（付加価値のポイント・・・
②） 
１３）キャラクター・ビジネスと流通・リテール 
１４）キャラクター・ビジネスとマーケティング 
１５）課題レポート提出 
 

履修上の 

注意及び 

準備学習 

（予習，復習 

について） 

・携帯電話の電源は必ず切っておくこと。 
・私語は禁止。 
 

成績評価 

方法及び 

試験方法 

（成績評価方法） 
 出席数と課題レポートの内容により評価 
（試験方法） 
 課題レポート提出による 
 

教科書等 

 教科書は使用しない。 
 

備考 

 

 

 （262170） 

科 目 名 マンガ基礎演習Ⅲ 

英文科目名 Basic Practice in Manga III 

教 員 名 伊藤 剛 

単 位 数 2 授業区分 選択 

年次配当 2 開講区分 
2013 年度 

前期 

授業概要 

及 び 

到達目標 

「ストーリーマンガ」を構成する基礎的な単位である「コマ
わり」の基本的な技術を習得し、紙面上の形式である「コ
マわり」と、マンガを「読む」際に読者にもたらされる心理
作用との間の関係を理解する。 
前期に開講する「マンガ基礎演習Ⅲ」では、もっぱら 1 ペ
ージから見開き（２ページ）での「コマわり」の基本的な技
術を演習と解説で学んだうえで、読み切り短編のいわゆ
る「ストーリー構成」と、各ページの「コマわり」との関係を
学習する。 
後期に開講する「マンガ基礎演習Ⅳ」とは独立の授業で
あるが、内容は連続するため「マンガ基礎演習Ⅲ」と「マ
ンガ基礎演習Ⅳ」の双方を続けて履修することが望まし
い。 
到達目標：見開き単位内での「コマわり」の基本的な技
術を理解し、自分の創作で使用することができる。 

授業計画 

（１）コマ構成と構図 
（２）構図とカメラ位置 
（３）同一化技法・モンタージュ型を使う(1)―主人公の
認知を描く 
（４）同一化技法・モンタージュ型を使う(2)―「特別な風
景」を描く 
（５）「身体離脱ショット」を使って「主観」を描く 
（６）「アイライン・マッチ」を使ってキャラ同士の動きを記
述する 
（７）キャラ同士の動きから発想してみる 
（８）シナリオの三部構成―映画『用心棒』を例に―解説 
※座学 
（９）シナリオの三部構成―映画『用心棒』を例に―分析 
※座学 
（１０）「プロット・ポイント２」を描いてみる 
（１１）シナリオの三部構成―読み切り作品を例に―解説 
※座学 
(１２）「プロット・ポイント１」を描いてみる 
（１３）「冒頭」を描いてみる 
（１４）「まなざし」とシナリオ構成 ※座学 
（１５）まとめ 

履修上の 

注意及び 

準備学習 

（予習，復習 

について） 

授業は以下のセットを原則とする 
(1) 課題の解説・提示 
(2) 課題制作（A4、または B4 の用紙に鉛筆描き）→提
出 
(3) 提出課題から数人分を選び、プロジェクタで投影し
て解説 
(4) 次の課題解説・提示 
(5) 次の課題制作→提出 
学期の初回のみ(1)～(2)、二回目以降は(3)～(5)の繰
り返し。 
授業時間中に課題が完成しなかった場合は、翌週の締
切日（授業中に提示される）までに提出のこと。 
なお、座学のみの回があるので注意されたい。 

成績評価 

方法及び 

試験方法 

成績評価は授業内で提出される課題によって行う。 
試験は行わない。 

教科書等 
指定なし。 

備考 

 

 



（262180） 

科 目 名 マンガ基礎演習Ⅳ 

英文科目名 Basic Practice in Manga IV 

教 員 名 伊藤 剛 

単 位 数 2 授業区分 選択 

年次配当 2 開講区分 
2013 年度 

後期 

授業概要 

及 び 

到達目標 

学生自身の創作に役立つよう、より応用的な「コマわり」
による「演出技法」を学ぶ。前期開講の「マンガ基礎演習
Ⅲ」ではあまり触れていない、主題的な側面にも適宜触
れることとなる。 
「マンガ基礎演習Ⅲ」の双方を続けて履修することが望
ましいが、「基礎演習Ⅲ」を受講していない学生でも履修
は可能である。 
到達目標：見開き単位内での「コマわり」の応用的な技
術を理解し、自分の創作で使用することができる。 

授業計画 

（１）「交錯する感情」とストーリー構成（演習） 
（２）「交錯する感情」とストーリー構成（解説） 
（３）「内語」を使って「交錯する感情」を描写する（演習） 
（４）「内語」を使って「交錯する感情」を描写する（解説） 
（５）キャラの位置関係と感情描写（演習） 
（６）キャラの位置関係と感情描写（解説） 
（７）ページの「めくり」の効果（演習） 
（８）ページの「めくり」の効果（解説） 
（９）「特別な風景」を描く―ページ構成との関係―（演
習） 
（１０）「特別な風景」を描く―ページ構成との関係（解説） 
（１１）※ゲスト講義（講師未定） 
(１２）※ゲスト講義（講師未定） 
（１３）※ゲスト講義（講師未定） 
（１４）※ゲスト講義（講師未定） 
（１５）まとめ 

履修上の 

注意及び 

準備学習 

（予習，復習 

について） 

前期「マンガ基礎演習Ⅲ」同様、課題演習→提出課題
を用いた解説のセットで行うが、後期は解説内容が増え
るため、課題演習の回と解説の回を交互に行う。 
前期「マンガ基礎演習Ⅲ」で提出された課題を用いての
演習を行うので、できるだけ通して履修されたい（「マンガ
基礎演習Ⅳ」のみの履修者への配慮は行う）。 
前年度は現役著名マンガ家の方を講師として招きゲスト
講義を行った。今年度は未定であるが、できれば３人程
度をお招きしてゲスト講義の開講をしたいと考えている。 

成績評価 

方法及び 

試験方法 

成績評価は授業内で提出される課題によって行う。 
試験は行わない。 

教科書等 

指定なし。 

備考 

 

 

 （262190） 

科 目 名 ストーリー演習Ⅱ 

英文科目名 Mangawriting II 

教 員 名 佐藤 敏章 

単 位 数 2 授業区分 選択 

年次配当 2 開講区分 
2013 年度 

後期 

授業概要 

及 び 

到達目標 

発想を元に組み上げたプロットを、いかに膨らませ、ネー
ムに定着させるかを学ぶ。演習はテーマに沿ったプロット
書き、キャラクターの造形、ネームの作成、グループでの
合評を中心に行い、毎回、演習の最初に、手塚治虫
氏、小池一夫氏など、マンガ家、原作者のノウハウを簡
単に紹介し、終わりに講師の講評を加える。 
到達目標：プロットを膨らませ自在にネームに定着させる
ことができ、さらに、自らの個性を強く自覚できる。 

授業計画 

1.お気に入りのキャラクターを造形する 
２．キャラクターを生かすプロットを起こす 
３．発端部分をネームにする 
４．展開部分をネームにする① 
５．展開部分をネームにする② 
６．結末部分をネームにする 
７．ネームを合評する 
８．キャラクターを気にしながら映画を見る 
９．喜怒哀楽、感情を書きこめるプロットを起こす 
１０．プロットに適合するキャラクターを造形する 
１１．発端部分をネームにする 
１２．展開部分をネームにする① 
１３．展開部分をネームにする② 
１４．結末部分をネームにする 
１５．ネームを合評する 

履修上の 

注意及び 

準備学習 

（予習，復習 

について） 

ノート、筆記具は、各自持参してください。 
受講中の携帯電話の使用は禁止します。 
受講中の飲食も禁止します。 
詳細についてはガイダンスにおいて説明します。 

成績評価 

方法及び 

試験方法 

出席状況と提出課題によって評価します。 

教科書等 

教科書は使用しません。必要に応じてレジュメなどのプリ
ントを配布することがあります。 

備考 

 

 



（262200） 

科 目 名 表現基礎演習 

英文科目名 General Practice on Drawing 

教 員 名 関口 尚、西野宮 桂太 

単 位 数 2 授業区分 選択 

年次配当 2 開講区分 
2013 年度 

後期 

授業概要 

及 び 

到達目標 

マンガはペン・インク等非常に限られた表現手段で成立
している世界であるが反面、表現が画一的になるという
問題も抱えている。そのせいかマンガ学科の学生は、画
材やその表現というものに対する探究心に欠ける嫌いが
ある。ここでは多様な画材・素材を研究し、自由な作品
制作を経験する事により、自己の表現の幅や、創作に対
する考えを拡げる事を目的とする。マンガに限らず様々
な創作活動、芸術表現に対応出来るための土台作りを
行う。 

授業計画 

1 オリエンテーション 自己紹介 
2 課題 1/多様な素材による表現研究（平面作品） 
3 実習制作 イメージスケッチ、プラン提出 
4 実習制作  
5 課題 1/プレゼンテーション&講評 
6 課題 2/多様な素材による表現研究（立体作品） 
7 実習制作 イメージスケッチ、プラン提出 
8 実習制作  
9 実習制作  
10 課題 2 プレゼンテーション&講評 
11 課題 3/素材・表現研究（絵本形式） 
12 実習制作  
13 実習制作  
14 実習制作  
15 課題 3 プレゼンテーション&講評 
 

履修上の 

注意及び 

準備学習 

（予習，復習 

について） 

１年次「マンガ基礎デッサン」、２年次「マンガ表現デッサ
ン」を 
履修している事が望ましい。また、三年次にカートゥーン、
イラストレーションの方向を希望する者は、履修する事が
望ましい。 
基本的にはアナログ(手作業)による演習が主です。 
指定された画材は各自揃える事。 
 

成績評価 

方法及び 

試験方法 

出席および提出課題作品の評価による 
試験は行わない。 
 

教科書等 

教科書は使用しない。プリント配布。 

備考 

 

 

 （262210） 

科 目 名 フィールドワーク 

英文科目名 Field Work 

教 員 名 細萱 敦 

単 位 数 2 授業区分 選択 

年次配当 2 開講区分 
2013 年度 

後期 

授業概要 

及 び 

到達目標 

実際にいろいろな取材、調査をし、それをもとに様々な
作品を作る実践的演習です（教室から外へ出ることが多
い）。 
マンガというジャンルに限らず、作品を作るためには世の
中の様々な事象や人々を知り、理解し、そして自分の表
現で表わし伝えなければなりません。その際にネットや書
物だけで調べるだけでは不十分なことが多くあります。 
この演習では、取材対象と直に接することを通して、物
事の本質に迫る難しさを克服し、人とのコミュニケーショ
ンのノウハウを身につけ、効率的で有意義な取材と、そ
れをいかに面白く分かりやすく読者に伝えるか？といった
ことを経験的に学んでもらうことを目的とします。 

授業計画 

1．オリエンテーション 
2．取材に関わるデジカメの使い方 
3．取材に関わるインタビューの方法 
4．美術館、博物館などの見学 
5．対象への基礎取材 
6．対象への詳細な取材とグループディスカッション（交
替で行なう） 
7．対象への詳細な取材とグループディスカッション（交
代で行なう） 
8．取材のまとめと作品素案作り 
9．素案の中間発表 
10．取材先への内容確認 
11．作品制作および追加取材、調査 
12．作品完成（アナログ段階） 
13．作品完成（デジタル化処理） 
14．作品発表報告会 
15．報告書作成のための編集会議 
＊以上はあくまで予定で、取材対象の都合や制作の進
行具合で変更します。 

履修上の 

注意及び 

準備学習 

（予習，復習 

について） 

取材対象は、大学や厚木市周辺、あるいは学内に用意
していますが、事前にグループ分けなどを調整する必要
がありますので、前期に仮登録した時点で事前ミーティ
ングを持ち、あらかじめ皆さんの希望を聞く予定です。 
ちなみに先年度は、厚木の「白龍」伝説や工学部の「ロ
ボットビジョン研究室」のサッカーロボットなどを取材しまし
た（新たに変更する場合もあります）。 
また、取材の時間は必ずしも授業時間内とは限らないの
で、土日など積極的に活用して当たる積極的な学生を
求めています。 
また、取材専用のスケッチブック、自分のデジカメを用意
してください。  

成績評価 

方法及び 

試験方法 

発表報告会での作品のできばえ、取材から制作にかけ
ての中間過程を加味し、出席状況をあわせて総合評価
する。 

教科書等 

特に指定しない。 

備考 

 

 



（262220） 

科 目 名 編集技術 

英文科目名 Method for Editors 

教 員 名 木寺 良一 

単 位 数 1 授業区分 選択 

年次配当 2 開講区分 
2013 年度 

後期 

授業概要 

及 び 

到達目標 

【授業概要】 
マンガ制作演習等の授業で作成した作品を作品集とし
て編集、製本することで、本の形態としてのマンガの表示
に対する理解を深めると共にマンガ編集について学びま
す。 
【到達目標】 
 本の構成について説明できる。 
 台割を作成できる。 
 面付けについて説明できる。 
 InDesgin の基本操作が出来る。 
 オンデマンド印刷機・製本機・断裁機の操作ができる。 

授業計画 

1.ガイダンス・編集とは 
 2.編集基礎１：本の構成・面付けについて 
 3.編集基礎２：ページ構成・台割について 
 4.編集基礎３：レイアウト 
 5.編集基礎４：コピー 
 6.変種基礎５：写植・ネーム校正について 
 7.InDesgin の基本操作 
 8.InDesgin でマンガの編集について 
 9.製本実習１：オンデマンド印刷機の操作 
 10.製本実習２：製本・断裁機の操作 
 11.作品集制作１：スキャニング 
 12.作品集制作２：写植 
 13.作品集制作３：構成 
 14.作品集制作４：印刷・製本 
 15.まとめ 

履修上の 

注意及び 

準備学習 

（予習，復習 

について） 

【履修上の注意】 
ガイダンスに出席してください。 
【予習・復習】 
予習として、マンガを読み雑誌と単行本の造りを確認して
おく。 
復習は、制作したデータに不備が無いか確認しておく。 

成績評価 

方法及び 

試験方法 

【成績評価】 
 課題評価をもとに算出。 
 出席が２／３に満たない場合は、単位認定しない。 

教科書等 

教科書は使用しません。 
配布資料あり 

備考 

 

 

 （263010） 

科 目 名 外国マンガ論 

英文科目名 Comics of the World 

教 員 名 細萱 敦 

単 位 数 2 授業区分 選択 

年次配当 3 開講区分 
2013 年度 

後期 

授業概要 

及 び 

到達目標 

マンガがこれほどあふれている日本では、普段あまり外
国のマンガを意識することは少ないでしょう。しかし、近年
翻訳作品は次第に増え、またネットを通じて海外の作り
手と接することも多くなってきています。 
また、万能と思われている日本マンガの表現も、実はカ
ラーリングやデザインなどでは欧米に遅れを取っている
面も多々あります。今後最先端の表現は日本以外から
出てこないとも限らないのです。 
この授業は、実際の外国マンガ資料を通じて、日本マン
ガを客観的に見直すこともできる体験型講義でもありま
す。逆に諸外国の人たちから尋ねられたときに日本マン
ガの特徴を正確に伝えられる、真のマンガ国際人を育て
ることを目的とします。 
 

授業計画 

1．オリエンテーション 
2．比較マンガ学のすすめ 
3．中国のマンガ 
4．香港、台湾のマンガ 
5．韓国のマンガ（紙媒体） 
6．韓国のマンガ（デジタル） 
7．フランスのマンガ（伝統的なもの） 
8．フランスのマンガ（実験的なもの） 
9．スペインやスイスなどその他のヨーロッパのマンガ 
10．ヨーロッパの白黒マンガ 
11．アメリカのマンガ（伝統的なもの） 
12．アメリカン・ヒーローコミックと映画 
13．アメリカのマンガ（実験的なもの） 
14．世界を結ぶオルタナティブコミック 
15．世界のマンガフェスティバル 
＊以上はあくまで予定であり変更する場合もあります。 

履修上の 

注意及び 

準備学習 

（予習，復習 

について） 

貴重な資料も手にとってもらうので、シンプルな装いと身
ぎれいさを心がけてください。 
絵だけでなく話も分かってこそのマンガなので、自分の学
んでいる外国語の作品を積極的に読みましょう。辞書持
参可です。 
またその国や地域に関して、本や映画などを見て雰囲
気を予習してくるとより良いでしょう。 
 

成績評価 

方法及び 

試験方法 

毎回授業 y の終わりに、テーマに沿ったミニレポートを提
出してもらい、その評価と出欠状況を加味して総合評価
します。 

教科書等 

特に指定しない。 

備考 

 

 



（263020） 

科 目 名 デジタルマンガ論 

英文科目名 Digitizing for Manga 

教 員 名 木寺 良一 

単 位 数 2 授業区分 選択 

年次配当 3 開講区分 
2013 年度 

前期 

授業概要 

及 び 

到達目標 

【授業概要】 
多様化するデジタルマンガの表現や技術を様々なマンガ
作品から読み解く。また、コンピュータやインターネットの
登場がマンガに与えた影響を考え、マンガとコンピュータ
の結びつきや現在マンガにおけるデジタル表現の意味を
探る。課題では未来のマンガ表現についてデジタル化と
いう側面から考えたレポートもしくはマンガ作品を作成す
る。 
【到達目標】 
 デジタルマンガの分類について説明できる。 
 電子書籍のフォーマットについて説明できる。 
 デジタルマンガの画像形式について説明できる。 

授業計画 

1.ガイダンス 
 2.Flash マンガについて 
 3.Adobe Flash の描画とムービークリップ 
 4.ActionScript 基礎 
 5.ActionScript 応用 
 6.電子書籍について 
 7.電書のフォーマットについて 
 8.電書の表示形態について 
 9.電書制作について 
 10.デジタルマンガの誕生について 
 11.マンガ原稿のデジタル化について 
 12.写真を用いた背景制作について 
 13.３DCG を用いた背景制作について 
 14.キャラクターイラスト 
 15.講評・まとめ 

履修上の 

注意及び 

準備学習 

（予習，復習 

について） 

【履修上の注意】 
ガイダンスに出席してください。 
【予習・復習】 
予習として、web マンガ等の電子書籍を閲覧してデジタ
ルマンガの表現を調べておく。 
復習として、実際にデジタルマンガを制作する。 

成績評価 

方法及び 

試験方法 

【成績評価】 
課題・レポートの評価をもとに算出します。 
出席が 2/3 に満たない場合は、単位認定しない。 

教科書等 

教科書は使用しない。 
配布資料あり。 

備考 

 

 

 （263030） 

科 目 名 マンガＣＧ論 

英文科目名 CG Technique for Manga 

教 員 名 木寺 良一 

単 位 数 2 授業区分 選択 

年次配当 3 開講区分 
2013 年度 

前期 

授業概要 

及 び 

到達目標 

【授業概要】 
多様化するデジタルマンガの表現や技術を様々なマン
ガ作品から読み解く。コンピュータやインターネットの登場
がマンガに与えた影響を考え、マンガとコンピュータの結
びつきや現在マンガにおけるデジタル表現の意味を探
る。課題では未来のマンガ表現についてデジタル化とい
う側面から考えたレポートもしくはマンガ作品を作成す
る。 
【到達目標】 
 デジタルマンガの分類について説明できる。 
 電子書籍のフォーマットについて説明できる。 
 デジタルマンガの画像形式について説明できる。 

授業計画 

1.ガイダンス 
2.Flash マンガについて 
3.Adobe Flash の描画とムービークリップ 
4.ActionScript 基礎 
5.ActionScript 応用 
6.電子書籍について 
7.電書のフォーマットについて 
8.電書の表示形態について 
9.電書制作について 
10.デジタルマンガの誕生について 
11.マンガ原稿のデジタル化について 
12.写真を用いた背景制作について 
13.３DCG を用いた背景制作について 
14.キャラクターイラスト 
15.講評・まとめ 

履修上の 

注意及び 

準備学習 

（予習，復習 

について） 

【履修上の注意】 
ガイダンスに出席してください。 
【予習・復習】 
予習として、web マンガ等の電子書籍を閲覧してデジタ
ルマンガの表現を調べておく。 
復習として、実際にデジタルマンガを制作する。 

成績評価 

方法及び 

試験方法 

【成績評価】 
課題・レポートの評価をもとに算出します。 
出席が 2/3 に満たない場合は、単位認定しない。 

教科書等 

教科書は使用しない。 
配布資料あり。 

備考 

 

 



（263040） 

科 目 名 作家作品研究 

英文科目名 Auteuristic approach to Manga 

教 員 名 三輪 健太朗 

単 位 数 2 授業区分 選択 

年次配当 3 開講区分 
2013 年度 

前期 

授業概要 

及 び 

到達目標 

【授業概要】 
 マンガ史を時系列順に追うのではなく、トピック別に様々
な作家・作品を扱い、（日本のストーリーマンガを中心とし
つつも）古今東西のマンガを幅広く紹介します。それによ
って、自身の目指す作風だけでなく、マンガには多様な
スタイルがありうることを知り、マンガ表現の可能性の幅を
感じとってもらいたいと思います。 
 また、取り上げた具体的な作家・作品を通して、マンガ
を「研究」するための様々な観点を実地に提示したいと
思います。そのため、いくつかの短編作品については、配
布して受講者に実際に読んでもらった上で、詳しい読解
を施します。 
【到達目標】 
 ・多様な作品を知ることで、受講者自身の作品が、マン
ガという文化領域の中でどのような意味を持ち、場所を
占めるのか、広い視野をもって創作に取り組めるようにな
ること。 
 ・マンガを批評ないし学術的に研究するための基礎力
を身につけること。 

授業計画 

1． ガイダンス 
2． マンガとは何だろうか（ブラックトン、タイガー立石、ク
リス・ウェア） 
3． キャラクターとリアリティ（ディズニー、大友克洋、あ
ずまきよひこ） 
4． 二つのマンガ史（手塚治虫と杉浦茂） 
5． 短編精読－楳図かずお「目」 
6． ヒット作分析－尾田栄一郎『ONE PIECE』 
7． 理論と実践（峠あかねと真崎守） 
8． デクパージュとミザンパージュ（テプフェールとマッケ
イ） 
9． 少女マンガの重層性（高橋真琴、萩尾望都、鈴木
志保） 
10．短編精読－高野文子「田辺のつる」 
11．マンガと他メディア－『攻殻機動隊』を例に 
12．いかに描くか／何を描くか（石森章太郎と佐々木マ
キ） 
13．不可視なものの表象（坂口尚） 
14．短編精読－つげ義春「ゲンセンカン主人」 
15．まとめ 
※二回目以降の順序、内容は変更する場合がありま
す。 

履修上の 

注意及び 

準備学習 

（予習，復習 

について） 

 予習として、配布した作品を読んでくることを何度か求
めますが、いずれも短編作品に限りますので、大きな負
担を課すことはありません。 
 それ以外に予習、復習は特に要しませんが、授業で取
り上げた作家・作品にできるだけ実際に触れるよう、日頃
から積極的な読書を心がけてもらいたいと思います。 

成績評価 

方法及び 

試験方法 

 学期末のレポート提出をもって試験とします（詳細は授
業で指示します）。成績評価は、このレポートをもとに、出
席率とリアクションペーパーの内容を勘案して行います。 

教科書等 

 教科書は指定しません。参考書は授業内で適宜指示
します。 

備考 

 

 

 （263050） 

科 目 名 マンガ批評論 

英文科目名 Manga Critique 

教 員 名 伊藤 剛 

単 位 数 2 授業区分 選択 

年次配当 3 開講区分 
2013 年度 

後期 

授業概要 

及 び 

到達目標 

「マンガ」を視覚表現のひとつとして捉え、作品論・作家
論に回収され得ないレヴェルでの「批評」がどのように行
われるかについて解説を行う。 
この授業で主に扱う対象としての「マンガ」は、1960 年代
以降、二本を中心に作られてきた、いわゆる「ストーリー
マンガ」である。これらの表現について、映画や文学等と
の接点を解きほぐし、「マンガをマンガたらしめている基本
原理」の探究とともに「批評」のさぐるものである。 
到達目標：これまで学生個人の娯楽や創作の対象でし
かなかった「マンガ」を、さらに広く文化的な場で捉えなお
し、それについて自分の言葉で「語る」ことができるように
なること。 

授業計画 

（１）マンガ「批評」「評論」とは何か 
（２）マンガ表現史的批評の実際(1) 批評のためのアプ
ローチ 
（３）マンガ表現史的批評の実際(2) 描線から語る批評 
（４）マンガ表現史的批評の実際(3) 表現史から社会反
映論へ 
（５）メディア論的批評の実際(1) メディア表象から読む 
（６）メディア論的批評の実際(2) メディア・構造・物語 
（７）マンガにとって「映画的」とはどういうことか 
（８）「映画的技法／様式」と劇画、自然主義的リアリズ
ム 
（９）映画的／自然主義的／文学的 
（１０）言葉とコマの重層性、少女マンガ様式 
（１１）マンガにおける「地方」の発見 
(１２）「地方マンガ」から「コミュニティマンガ」へ 
（１３）キャラとキャラクター、マンガと身体表象 
（１４）マンガと遠近法的空間、近代的物語 
（１５）まとめ 

履修上の 

注意及び 

準備学習 

（予習，復習 

について） 

授業で解説する内容は、学生諸君が従前から持ってい
る「マンガ」のイメージを覆すものであるものである。しか
し、過去のレポート等に従来からの通俗的な「マンガ観」
を素朴に繰り返すものが散見されるのはたいへん残念な
ことである。 
毎回の内容は、単にそれぞれ独立した知識として受け取
られるものではなく、全体が有機的に結びついた大きな
枠組みとして提供するものであるので、その点について
留意されたい。 
 

成績評価 

方法及び 

試験方法 

平常点とレポートによる。 
例年、出席が大幅に足りない者から期末に「配慮」を求
められるが、今年度はそのような配慮は行わないので、
その点についてよく注意をしてほしい。 

教科書等 

教科書は指定しないが、以下の書籍を参考のこと。 
伊藤剛『テヅカ・イズ・デッド』、大塚英志『アトムの命
題』、東浩紀『ゲーム的リアリズムの誕生』、夏目房之介
『マンガ学への挑戦』、柄谷行人『日本近代文学の起
源』 

備考 

 

 



（263060） 

科 目 名 マンガ・プロデュース論 

英文科目名 Production Management of Manga 

教 員 名 佐藤 敏章 

単 位 数 2 授業区分 選択 

年次配当 3 開講区分 
2013 年度 

後期 

授業概要 

及 び 

到達目標 

 マンガ・プロデュースは、マンガ家や原作者との共同作
業による作品作りから、マネージメント、マーケティング、
商品化、二次利用の他、新人マンガ家の発掘、育成、ま
た、雑誌の創刊、単行本の発行と、多岐にわたります。
作品であると同時に商品でもあるマンガを、世の中に送り
出していくための実践的な手法を、具体的な事例を基に
考えていきます。 
 また、マンガを取り巻く新しい状況における、これからの
マンガ・プロデュースのあり方も、併せて考えます。 
到達目標：マンガを世に送り出すということは、マンガ家だ
けではなく、多くの他者とのコラボレーションで始めて可能
になることであり、読者の想定なしには成立しないとの理
解を深めることができる。 
 

授業計画 

１，「マンガをプロデュースする」とは何か 
２，谷口ジロー作品をプロデュースする 
３，池上遼一作品をプロデュースする 
４，あだち充作品をプロデュースする 
５，さいとう・たかを作品をプロデュースする 
６、木村直巳作品をプロデュースする 
７，梶原一騎作品をプロデュースする 
８，石ノ森章太郎作品をプロデュースする 
９，ゲストを迎え、「少女マンガ・プロデュース論」を考える 
１０，ゲストを迎え、マンガ家の立場から「プロデュース論」
を考える 
１１，新人マンガ家の作品をプロデュースする 
１２，新人マンガ原作者の作品をプロデュースする 
１３，新雑誌をプロデュースする 
１４，単行本をプロデュースする 
１５，再び「マンガをプロデュースする」とは何か 
 ＊授業計画については変更されることがあります。 
 

履修上の 

注意及び 

準備学習 

（予習，復習 

について） 

受講中の携帯電話の使用を禁止します。 
受講中の飲食を禁止します。 
詳細についてはガイダンスにおいて説明します。 

成績評価 

方法及び 

試験方法 

出席状況と期末提出レポートによって評価します。 
 

教科書等 

教科書は使用しません。必要に応じてレジュメなどのプリ
ントを配布することがあります。 

備考 

 

 

 （263070） 

科 目 名 マンガ・アーカイブ論 

英文科目名 Manga Archives 

教 員 名 細萱 敦 

単 位 数 2 授業区分 選択 

年次配当 3 開講区分 
2013 年度 

前期 

授業概要 

及 び 

到達目標 

全出版物の 3 割近くを占めているというマンガ関連出版
物。天文学的発行部数の人気雑誌や単行本の量もさる
ことながら、誰も全てを把握できないジャンルの広がりも
日本マンガの特徴です。 
そんな長く幅広い蓄積を持つマンガにはコレクターや研
究者が存在し、そして近年では公的なアーカイブも増え
てきています。 
そういったところでは、どういった分類や内容の解析が行
なわれているのでしょうか？ 
研究者、評論家目線でのマンガの見方とともに、それら
のデータや研究成果を分かりやすく提示するには？とい
ったような、客観的にマンガの魅力を第三者に伝えるた
めのノウハウを身に付けることを目標とします。 

授業計画 

1．オリエンテーション 
2．マンガ資料の広がり 
3．マンガ資料の分類（定期刊行物） 
4．マンガ資料の分類（書籍） 
5．マンガ資料と図書館 
6．マンガ資料と美術館 
7．マンガ作品のデータ分析 
8．マンガ作品のテーマ的分析 
9．マンガ作品のモチーフ的分析 
10．マンガ作品の技法的分析 
11．マンガと展覧会（コンセプト） 
12．マンガ資料と展示（具体的手法） 
13．マンガ資料アーカイブのあり方 
14．マンガ関連イベントの様々（日本編） 
15．マンガ関連イベントの様々（世界編） 

履修上の 

注意及び 

準備学習 

（予習，復習 

について） 

貴重な資料も扱いますので、シンプルな装いと身ぎれい
さを心がけてください。 
授業を通して、自分の興味ある作品をセレクトしてもら
い、実際にデータを取ったり解析してもらうので、毎回提
示した視点によって普段からじっくり作品を読み込むこ
と。 
また、授業で紹介した展示施設やアーカイブに実際足を
運んでみること。 

成績評価 

方法及び 

試験方法 

毎回、授業終了時にテーマに沿ったミニレポートを提出
してもらう。 
また何回かに渡って「データ整理」「作品解析」「解説文
作成」といった実習も行なう。 
それらの評価と出席状況をあわせて総合評価する。 

教科書等 

特に指定しない。 

備考 

 

 



（263080） 

科 目 名 マンガ総合特講 

英文科目名 Specialization on Manga 

教 員 名 佐藤 敏章 

単 位 数 2 授業区分 選択 

年次配当 3 開講区分 
2013 年度 

前期 

授業概要 

及 び 

到達目標 

2 年次までの学習で、解決されなかった疑問、さらに深
まった疑問を、みんなで考え、答えを探します。毎回の
講義は、講師のリアルタイムでの編集者としての仕事のレ
ポート、各回のテーマの解説、受講者の疑問の検討の三
本柱で進めます。ゲスト講師を迎え、現状に、さらに詳し
い分析、検討を加える場合もあります。 
達成目標：編集、出版について、一段と理解を深めるこ
とができる。疑問に対し自分で考え、自分なりの答えが導
き出せる。プロとしてマンガを描き、世に送り出すというこ
とが、他者とのコラボレーションなしにはなしえないことが
理解できる。 

授業計画 

１．編集者のマンガ史 
２．マンガ家と編集者 
３．マンガ家と原作者 
４．持ち込みと投稿 
５．読者の変遷 
６．原稿料と印税 
７．雑誌、書籍の創り方 
８．雑誌、書籍の流通 
９．レンタルと新古書店 
１０．電子メディア 
１１．マンガの映像化 
１２．海外への展開 
１３．流行とは何か 
１４．オリジナリティーとは何か 
１５．マンガの近未来 
＊授業計画については変更されることがあります。 

履修上の 

注意及び 

準備学習 

（予習，復習 

について） 

受講中の携帯電話の使用は禁止します。 
受講中の飲食も禁止します。 
詳細はガイダンスにおいて説明します。 

成績評価 

方法及び 

試験方法 

出席状況と期末提出レポートによって評価します。 

教科書等 

教科書は使用しません。必要に応じてレジュメなどのプリ
ントを配布することがあります。 

備考 

 

 

 （263090） 

科 目 名 マンガ制作演習Ⅲ 

英文科目名 Workshop on Manga III 

教 員 名 
関口 尚、細萱 敦、木寺 良一、伊藤 剛、 

よし まさこ、夢来鳥 ねむ 

単 位 数 6 授業区分 必修 

年次配当 3 開講区分 
2013 年度 

前期～後期 

授業概要 

及 び 

到達目標 

各自の将来の進路に直結する専門性の高い授業を、コースごと独自に展

開する。以下の６コースから 2 つを選択し履修をする。各コースの内容につ

いては、学科ガイダンスにおいて詳しく説明をする。   

(１)ストーリーマンガ（よし）/マンガ制作の楽しさと注意点を実際の制作にお

いて体験する。特にプロの漫画家を目指す人は、まず「投稿作を仕上げる」

「入賞」「担当がつく」事を目指す。自分のオリジナル作品を仕上げる過程に

おいて、自らの引き出しや可能性を一つでも多く発見して行く。「マンガは読

み物である」という前提で、特にストーリー作り、ネーム作りに力を入れた指

導を行う予定。ジャンル不問。 

(２)ストーリーマンガ（伊藤）/一年間をかけて 16～32 ページの読み切りマン

ガ作品一本を制作する。雑誌投稿が可能な完成原稿を仕上げるとともに、

制作過程を記録し、マンガ原稿製作を通じて自身がどのようにマンガ表現

を理解していったかをレポートにまとめる。 

（３）ストーリーマンガ（夢来鳥）/ １）マンガを制作する過程で、クリエイティブ

職に必須な精神力を鍛え、楽しさと同時に厳しさについても学んでいきま

す。２）『限られた期間の中で、いかにクオリティの高い作品を仕上げられる

か』を追求していきます。３）作品制作に研究は必須です。『感動的なシーン

作りとは？』など、各々がリスペクトするプロの作家の表現を持ち寄って、プレ

ゼンする機会を設けます。 

(4)カートゥーン&イラストレーション（関口）/ イラストレーションの制作を通し

て、自分の才能や可能性を見つめ、創作のテーマを見いだし自由で個性的

な表現の確立を目指す。ストーリーマンガなどに軸足を置いている人の為

に、個性的表現を重視しつつ、画材やその技法研究などを中心に行う。表

現としてのマンガの可能性を拡げるよう模索する。 

 (５)マンガ研究（細萱）/マンガ家にしても編集者などマンガを取り巻く職業

にしても、また客観的にマンガをとらえる研究・評論の仕事にしても、世の中

全般に対する広い知識と理解が欠かせない。それらがあって初めて説得力

ある作品や、的を得た批評、あるいは大胆な発想が生み出されるのであ

る。そのための原動力として知的好奇心を武器に、積極的な調査・取材と

いった行動を起こし、実際の社会や環境そこに生きる人々の姿といった対

象に切り込んでいく、そういったタイプの創作や研究活動を行っていくゼミとし

たい。さらに、既存のコマ割りなどの決まりに縛られない新しいマンガ表現

や、3 年次までしかできない共同制作なども視野に入れたい。 

(６)デジタル表現（木寺） /デジタル表現研究室ではデジタルマンガついて

研究、作品を制作します。３年の前半の授業ではディスプレイで表示するマ

ンガをテーマに「紙の本に近づく表現」と「紙の本から離れる表現」２つのア

プローチで作品を制作します。後半は４年での卒業制作研究を踏まえ自己

の表現を模索します。 

授業計画 

?ストーリーマンガ（よし）/基本的に前期後期ともに１６ｐ以上の作品を１本ず

つ制作する。ただし、一つの作品が３２ｐ以上になる場合は相談に応じる。

（場合によって通年で１本でも可）。１、構想～（プロット）～ネーム～下描き

～ペン入れ～完成まで随時実際のプロの現場に近い形での打ち合わせ、

指導を行う。２、必要に応じて ストーリーの起伏の作り方、キャラの作り方、

作画テクニック、写植の級数の知識などを織り交ぜた講義を行う。３、〆切

に間に合った人には個別に講評を書いて渡す予定です。 

 ?ストーリーマンガ（伊藤）/１．ネーム作成・５月下旬～６月上旬…ネーム

第一稿提出・以降、前期終了までにネーム完成・ネーム第一稿は原則「叩

き台」と考え、教員と一緒にネームをブラッシュアップしていく。場合にもよる

が、ネームの「直し」は二回以上繰り返されることが通例。２．キャラ下描き

～ペン入れ。３．背景～仕上げ・原稿締め切りは 12月末。・２、３の行程とも

に適宜チェックとアドバイスを行う４．レポート等・自身の作品を振り返ること

ができるよう、講評等と行う。レポート提出 

 ?ストーリーマンガ（夢来鳥）/P１６以上のストーリーマンガを、前期・後期で

１本ずつ、合計２本制作する事を基本とします。 

※扉絵はカラー（デジタル可）※５月くらいにテーマパーク等の日帰り取材を

検討しています。（日光江戸村が濃厚。土曜日 or 日曜日になる可能性有

り）取材をいかした作品作りも検討。【前期・後期】１）オリエンテーション。２）

～４）プロット・キャラクター制作。５）～８）ネーム作業。９）～１３）作画作

業。１４）１５）作品講評。 

 ?カートゥーン＆イラストレーション（関口）/１、自分を表現する ２、表現研

究(線とキャラクター) ３、表現研究(画材と表現) ４、図解 ５、表現的スト

ーリーマンガ 

 ?マンガ研究（細萱）/前期・後期の通年コースでは、実際の取材と調査に

基づく制作・研究を半期、それぞれが目指すテーマやジャンルに基づいた

制作・研究を半期行う。また、ゲストとして数回、綿密な取材に基づいたマン

ガ創作を行っているプロの作家を呼ぶ予定。その他、美術館・博物館など

へのツアーも予定している。 

 ?デジタル表現（木寺）/1.Flash マンガ制作（紙の本では実現できないリッ

チコンテンツの制作）。2.デジタルマンガ制作（ディスプレイ表示に特化したマ

ンガ作品を制作する・電書『ヤミナベ』を制作する）。3.自由作品制作（４年

の卒業制作研究のテーマを考える） 

履修上の 

注意及び 

準備学習 

（予習，復習 

について） 

詳細は各コースごとに、ガイダンスにおいて詳しく説明をする。 

成績評価 

方法及び 

試験方法 

詳細は各コースごとに、ガイダンスにおいて詳しく説明をする。 

教科書等 
詳細は各コースごとに、ガイダンスにおいて詳しく説明を
する。 

備考 
関口 尚、細萱 敦、木寺 良一、よし まさこ、伊藤 
剛、夢来鳥ねむ 

 



（263100） 

科 目 名 ＣＧ演習Ⅲ 

英文科目名 Workshop on CG III 

教 員 名 木寺 良一 

単 位 数 2 授業区分 選択 

年次配当 3 開講区分 
2013 年度 

後期 

授業概要 

及 び 

到達目標 

【授業概要】 
Adobe Photoshop を用いたマンガ制作について学び、デ
ジタルマンガと電子書籍の制作を行う。 
【到達目標】 
 デジタルマンガの制作ができる。 
 電子書籍の制作ができる。 

授業計画 

1.ガイダンス 
2.Photoshop を用いた画像編集について 
3.枠線の生成 
4.吹き出しの生成 
5.スクリーントーンについて 
6.合成について 
7.ブラシ加工について 
8.デジタルマンガ制作１：プロット 
9.デジタルマンガ制作２：ネーム 
10.デジタルマンガ制作３：下描き 
11.デジタルマンガ制作４：作画 
12.デジタルマンガ制作５：仕上げ 
13.電子書籍制作１：編集 
14.電子書籍制作２：EPUB の作成 
15.講評・まとめ 

履修上の 

注意及び 

準備学習 

（予習，復習 

について） 

【履修上の注意】 
ポータブルハードディスクを用意してください。※USB メモ
リーは使用不可。 
【予習・復習】 
予習として、作品制作の為のアイデアを作成しておく。 
復習として、自宅でも作品制作を行う。 

成績評価 

方法及び 

試験方法 

【成績評価】 
課題の評価をもとに算出する。 
4 回以上の欠席がある場合は、単位認定しない。 

教科書等 

教科書は使用しない。 
配布資料あり。 

備考 

 

 

 （263110） 

科 目 名 マンガ制作演習ⅢＡ 

英文科目名 Workshop on Manga III A 

教 員 名 関口 尚 

単 位 数 4 授業区分 必修 

年次配当 3 開講区分 
2013 年度 

前期～後期 

授業概要 

及 び 

到達目標 

【授業概要】 
カートゥーンを含む広義なイラストレーションの制作を通し
て、自分の才能や可能性を見つめ、創作のテーマを見
いだし個性的表現の確立を目指す。将来自分が何をや
りたいのか?何が出来るのか?を考え明確にして行く。 
この授業で扱う方向性とは、A)カートゥーン(1 コマ、4 コ
マ)、 B)イラストレーション 、C)キャラクター・デザインの
3 分野であるが、いずれもストーリーマンガの延長上にあ
るものではないことを理解すること。 
【到達目標】 
カートゥーンについて説明できる。 
イラストレーションを描くための表現技法を身につけてい
る。 

授業計画 

1.ガイダンス 
2.自分を表現する 
3.自分を表現する 
4.発想トレーニング 
5.発想トレーニング 
6.表現研究(線描画について） 
7.表現研究（線描画について） 
8.表現研究（キャラクターを描く） 
9.表現研究（キャラクターを描く） 
10.エディトリアルについて 
11.イラスト制作 
12.表現研究(画材と表現) 
13.表現研究（画材と表現） 
14.表現研究（画材と表現） 
15.講評・まとめ 
16.メッセージ・イラストレーション 
17.メッセージ・イラストレーション 
18.図解・絵と文 
19.図解・絵と文 
20.自由テーマ(連作) 
21.自由テーマ（連作） 
22.自由テーマ（連作） 
23.自由テーマ（連作） 
24.自由テーマ（連作） 
25.自由テーマ（連作） 
26.自由テーマ（連作） 
27.自由テーマ（連作） 
28.自由テーマ（連作） 
29.自由テーマ（連作） 
30.講評・まとめ 
前期で様々な表現を経験し自分の表現の可能性を探
り、その中で見いだした自分の方向性を後期に掘り下げ
て行くことにより、表現を確立して行く。 
作品の「量」が「質」を生むという事を体現する。 

履修上の 

注意及び 

準備学習 

（予習，復習 

について） 

【履修上の注意】 
2 年次後期「カートゥーン論」を履修していることが望まし
い。 
【予習、復習】 
予習として、マンガ以外の絵画やイラストレーションを見
て技法研究を行う。 
復習として、様々な画材を試す。 

成績評価 

方法及び 

試験方法 

【成績評価】 
課題の評価をもとに算出。 
出席が 2/3 に満たない場合は、単位認定しない。 

教科書等 

教科書は使用しない。 
配布資料あり。 

備考 

ストーリーマンガ以外の方向性をもった人に向け、自分の
得意分野を見極め個性的な表現世界を身につける事が
出来るよう、発想なども含め指導して行く。 

 



（263111） 

科 目 名 マンガ制作演習ⅢＡ 

英文科目名 Workshop on Manga III A 

教 員 名 細萱 敦 

単 位 数 4 授業区分 必修 

年次配当 3 開講区分 
2013 年度 

前期～後期 

授業概要 

及 び 

到達目標 

自らの専門を選択する3年次において、4年次の卒業研
究に続くメインの演習である。 
細萱ゼミでは、作品制作にしろマンガ研究にしろ、世の中
の事象について取材と調査を徹底的に行い、説得力あ
る作品や研究として責任を持って発表することを目的と
するものである。 
そのために自分がテーマとして扱う対象をターゲットとして
絞り込み、効果的なアプローチを試み、取材結果をどの
ように作品に落とし込むかを熟考し、トライアンドエラーを
繰り返し、誰にどういった形で伝えるかを意識しながら作
品を完成していく。そのことを 1 年あるいは半年間行なう
ものである。 

授業計画 

1. 基礎編序盤前期 
2. 基礎編序盤中期 
3. 基礎編序盤後期 
4．基礎編前半前期 
5. 基礎編前半中期 
6. 基礎編前半後期 
7. 基礎編中盤前期 
8. 基礎編中盤中期 
9. 基礎編中盤後期 
10. 基礎編後半前期 
11. 基礎編後半中期 
12. 基礎編後半後期 
13. 基礎編終盤前期 
14. 基礎編終盤中期 
15.基礎編終盤後期  
16. 応用編序盤前期 
17. 応用編序盤中期 
18. 応用編序盤後期 
19．応用編前半前期 
20．応用編前半中期 
21．応用編前半後期 
22．応用編前盤前期 
23．応用編中盤中期 
24．応用編中盤後期 
25．応用編後半前期 
26．応用編後半中期 
27．応用編後半後期 
28．応用編終盤前期 
29．応用編終盤中期 
30．応用編終盤後期  
 

履修上の 

注意及び 

準備学習 

（予習，復習 

について） 

担当教員とじっくり相談の上、計画を練り、取材調査し、
効率的に作品に落とし込んでいくこと。 

成績評価 

方法及び 

試験方法 

作品あるいは研究論文のできばえと中間経過を加味し、
出席状況とあわせて総合評価する。 

教科書等 

特に定めない。 

備考 

 

 

 （263112） 

科 目 名 マンガ制作演習ⅢＡ 

英文科目名 Workshop on Manga III A 

教 員 名 木寺 良一 

単 位 数 4 授業区分 必修 

年次配当 3 開講区分 
2013 年度 

前期～後期 

授業概要 

及 び 

到達目標 

【授業概要】 
ディスプレイで表示されるマンガをテーマにデジタルマン
ガの表現について考える。 
デジタルマンガを「紙の本から離れる表現」と「紙の本に
近づく表現」２つのアプローチで学んだ上で、各自で研究
テーマを定め作品制作研究を行う。 
【到達目標】 
 Flash マンガの制作ができる。 
 デジタルマンガの制作ができる。 
 電書の制作ができる。 

授業計画 

1.ガイダンス 
 2.Flash の基本操作 
 3.シンボルの制作 
 4.ムービークリップの制作（モーショントゥイーン） 
 5.ムービークリップの制作（ActionScript） 
 6.ActionScript 基礎 
 7.ActionScript 応用 
 8.作品制作１（オブジェクトの制作） 
 9.作品制作２（編集・スクリプト作成）・課題提出 
 10.講評 
 11.Photoshop を用いたマンガ制作について 
 12.Google SketchUp の基本操作 
 13.背景モデル制作（基礎制作） 
 14.背景モデル制作（作り込み） 
 15.Photoshop のアクションの作成 
 16.デジタルマンガ制作 
 17.電書制作（レイアウト・デザイン） 
 18.電書制作（編集・出力）・課題提出 
 19.講評 
 20.作品制作研究１（企画書制作） 
 21.作品制作研究２（プレゼンテーション） 
 22.作品制作研究３（ネーム制作） 
 23.作品制作研究４（下描き） 
 24.作品制作研究５（作画） 
 25.作品制作研究６（背景制作） 
 26.作品制作研究７（彩色・仕上げ） 
 27.作品制作研究８（スクリプト作成１） 
 28.作品制作研究９（スクリプト作成２） 
 29.作品制作研究１０（仕上げ）・作品提出 
 30.講評・まとめ 

履修上の 

注意及び 

準備学習 

（予習，復習 

について） 

【履修状の注意】 
ポータブルハードディスクを用意する。 
自宅でも作品制作できる環境を構築する。 
【予習・復習】 
予習として、できるだけ多くのデジタル作品を調べておく。
作品制作用のアイデアを描き溜めておく。 
復習として、自宅でも制作を行う。 

成績評価 

方法及び 

試験方法 

【成績評価】 
課題・作品の評価をもとに算出する。 
出席が 2/3 に満たない場合は、単位認定しない。 

教科書等 

教科書は使用しない。 
配布資料あり。 

備考 

 

 



（263113） 

科 目 名 マンガ制作演習ⅢＡ 

英文科目名 Workshop on Manga III A 

教 員 名 よし まさこ 

単 位 数 4 授業区分 必修 

年次配当 3 開講区分 
2013 年度 

前期～後期 

授業概要 

及 び 

到達目標 

基本的に１６ｐ以上を前期１本後期１本 計２本 
もしくは通年で３２ｐ以上のストーリーマンガを１本制作す
る。 
ページ数は相談に応じる。 
まず「投稿作を仕上げる」「入賞」「担当がつくこと」を目指
す。マンガ制作の楽しさと難しさを実際の制作において体
感していく。ジャンルは問わない。オリジナルの作品を仕
上げる事により、自分の作風や引き出し、弱点などを把
握出来るようになる。 

授業計画 

(１)授業ガイダンス 
(２)発想、アイディアの出し方 
(３)キャラクターの立て方 
(４)タイトルのヒント 
(５)プロットを立てる 
(６)ネーム 
(７)ネーム２ 
(８)写植について 
(９)取材・資料について 
(１０)画材・素材について 
(１１)作画テクニック 
(１２)トーンテクニック 
(１３)仕上げテクニック 
(１４)仕上げテクニック 2 
(１５)前期課題提出、講評 

履修上の 

注意及び 

準備学習 

（予習，復習 

について） 

原則として創作ストーリー漫画制作を目的としますがショ
ートや４コマ等の場合も随時相談に応じる。 

成績評価 

方法及び 

試験方法 

全体の３分の２以上の出席を必要条件とした上で  
作品のクオリティ、〆を守ったかどうか等を加味して評定
する 

教科書等 

特になし 

備考 

 

 

 （263114） 

科 目 名 マンガ制作演習ⅢＡ 

英文科目名 Workshop on Manga III A 

教 員 名 伊藤 剛 

単 位 数 4 授業区分 必修 

年次配当 3 開講区分 
2013 年度 

前期～後期 

授業概要 

及 び 

到達目標 

オリジナルのマンガ作品（いわゆるストーリーマンガを原
則とする）を通年授業で一作品仕上げる。 
一年かけて仕上げた作品を自ら振り返り、自身の「達成」
や新しく身に付けた技術等をあらためて見直し、レポート
にまとめる。 
到達目標： 
・学生が自分ではできなかった表現技術を身につける 
・学生が自分の作業ペースを知り、スケジュール管理が
できるようになる 
・学生が自分自身の表現、主題を見直す機会とし、自分
の方向性を探求する一助とする 
 

授業計画 

●前期 
（１）ジャンル、主題の策定 
（２）アイディア出し～プロット 
（３）プロットの整理～シナリオ構成 
（４）シナリオ構成～コマわり 
（５）コマわり～ネーム第一稿完成 
（６）ネーム第一稿再検討、構成の見直し 
（７）ネーム第一稿再検討、場面の見直し 
（８）ネーム第二稿完成 
（９）ネーム第二稿再検討、資料等の探索 
（１０）ネーム第二稿再検討、キャラの見直し 
（１１）ネーム第二稿再検討、構成の見直し 
(１２）ネーム第三稿完成 
（１３）ネーム第三稿再検討、取材等の検討 
（１４）ネーム第三稿再検討、全体の見直し 
（１５）ネーム第三稿完成 
●後期 
（１）下描き-1 枠線等 
（２）下描き-2 主要な人物の主線（主要なコマ） 
（３）下描き-3 主要な人物の主線 
（４）下描き-4 大きな背景コマのアタリ、構図の検討 
（５）ペン入れ-1 主要な人物のペン入れ 
（６）ペン入れ-2 主要な人物のペン入れ 
（７）ペン入れ-3 主要な人物のぺン入れ 
（８）ペン入れ-4 それ以外の人物のペン入れ 
（９）背景 大ゴマの背景、複雑なもの 
（１０）背景 大ゴマの背景、それほど複雑ではないもの 
（１１）背景、小物 
(１２）背景～仕上げ キャラの服装など 
（１３）仕上げ～トーンワーク 
（１４）仕上げ～全体の見直し 
（１５）まとめ 相互の講評など 

履修上の 

注意及び 

準備学習 

（予習，復習 

について） 

授業時間内のみではマンガ原稿を完成させることはでき
ない。 
授業時間は、ネーム等の検討を教員とともに行う時間で
あることをよく認識し、必ず授業時間以外の時間で作業
を進めておくこと。 
また、作業の進捗は個々の学生によって異なるので、当
シラバスに記した授業計画はあくまでも「目安」であること
に注意されたい。 

成績評価 

方法及び 

試験方法 

作品およびレポートによる。 

教科書等 

なし 

備考 

 

 



（263115） 

科 目 名 マンガ制作演習ⅢＡ 

英文科目名 Workshop on Manga III A 

教 員 名 夢来鳥 ねむ 

単 位 数 4 授業区分 必修 

年次配当 3 開講区分 
2013 年度 

前期～後期 

授業概要 

及 び 

到達目標 

【授業概要】 
P１６以上のストーリーマンガ、前期・後期で１本ずつ、合
計２本の制作を主とする。（自由課題）※扉絵は原則カ
ラー 
・日帰り取材旅行に基づいて作品を制作していく。 
・作品表現の研究。 
【到達目標】 
・マンガを制作する過程で、クリエイティブ職に必須な精
神力を鍛える事ができる 
・取材をする事で、より説得力のある作品制作ができる。 
・作品表現の技を研究する事で、よりレベルの高い作品
制作ができる。 
・以上を総合して、プロマンガ投稿用の作品制作ができ
る。 

授業計画 

１.オリエンテーション 
２.取材旅行ディスカッション 
３.プロット・キャラクター制作 
４.ネーム制作 作品研究１〈タイトルの付け方〉 
５.ネーム制作 作品研究１講評 
６.ネーム提出  
７.作画作業／下描き 
８.作画作業／作品研究２〈魅力ある構図〉 
９.作画作業／作品研究２講評 
10.作画作業／下描き・ペン入れ 
11.作画作業／ペン入れ 
12.作画作業／ペン入れ・仕上げ 
13.作画作業／総仕上げ 
14.後期課題〆切 
15.前期講評 
16.後期オリエンテーション 
17.プロット・キャラクター制作 
18.ネーム制作 作品研究３〈魅力ある台詞〉 
19.ネーム制作 作品研究３講評 
20.ネーム〆切・提出  
21.作画作業／ラフ 
22.作画作業／下描き 
23.作画作業／下描き・ペン入れ 
24.作画作業／ペン入れ 
25.作画作業／ペン入れ・仕上げ 
26.作画作業／仕上げ 
27.作画作業／総仕上げ 
28.後期課題〆切 
29.後期作品講評 
30.前期・後期総まとめ 

履修上の 

注意及び 

準備学習 

（予習，復習 

について） 

【履修上の注意】 
アナログ表現を基本とする。本文をデジタルで制作したい
者は要相談。 
カラー扉に関してはデジタル可 
B４投稿用原稿用紙を使用。 
【予習・復習】 
映画・TV ドラマ・マンガ・小説など、 
感動出来る作品により多く触れる事。 

成績評価 

方法及び 

試験方法 

【成績評価方法】 
全体を 100 点として評価する。 
1)ストーリーマンガ２本（40 点×2 本=80 点） 
3)レポート等の提出（20 点） 
4)出席が 2/3 に満たない場合は単位認定はしない。 
【試験方法】 
試験は実施しない。 

教科書等 

教科書は使用せず必要に応じてプリントを配布。 

備考 

【課題について】 
下描き、セリフが入っていない等の途中原稿は不可とす
る。 

 

 （263120） 

科 目 名 マンガ制作演習ⅢＢ 

英文科目名 Workshop on Manga III B 

教 員 名 関口 尚 

単 位 数 2 授業区分 選択 

年次配当 3 開講区分 
2013 年度 

前期 

授業概要 

及 び 

到達目標 

【授業概要】 
カートゥーンを含む広義なイラストレーションの制作を通し
て、自分の才能や可能性を見つめ、創作のテーマを見
いだし個性的表現の確立を目指す。将来自分が何をや
りたいのか?何が出来るのか?を考え明確にして行く。 
この授業で扱う方向性とは、A)カートゥーン(1 コマ、4 コ
マ)、 B)イラストレーション 、C)キャラクター・デザインの
3 分野であるが、いずれもストーリーマンガの延長上にあ
るものではないことを理解すること。 
【到達目標】 
カートゥーンについて説明できる。 
イラストレーションを描くための表現技法を身につけてい
る。 

授業計画 

1.ガイダンス 
2.自分を表現する 
3.発想トレーニング 
4.表現研究(線描画について) 
5.表現研究（キャラクターを描く） 
6.エディトリアルについて 
7.イラスト制作 
8.表現研究(画材と表現) 
9.メッセージ・イラストレーション 
10.図解・絵と文 
11.自由テーマ(連作) 
12.自由テーマ（連作） 
13.自由テーマ（連作） 
14.自由テーマ（連作） 
15.講評・まとめ 
前期で様々な表現を経験し自分の表現の可能性を探
り、その中で見いだした自分の方向性を後期に掘り下げ
て行くことにより、表現を確立して行く。 
作品の「量」が「質」を生むという事を体現する。 

履修上の 

注意及び 

準備学習 

（予習，復習 

について） 

【履修上の注意】 
2 年次後期「カートゥーン論」を履修していることが望まし
い。 
【予習、復習】 
予習として、マンガ以外の絵画やイラストレーションを見
て技法研究を行う。 
復習として、様々な画材を試す。 

成績評価 

方法及び 

試験方法 

【成績評価】 
課題の評価をもとに算出。 
出席が 2/3 に満たない場合は、単位認定しない。 

教科書等 

ストーリーマンガなどに軸足を置いている人の為に個性
的表現を重視しつつ、画材やその技法研究などを中心
に行う。表現としてのマンガの可能性を拡げるよう模索す
る。 

備考 

 

 



（263121） 

科 目 名 マンガ制作演習ⅢＢ 

英文科目名 Workshop on Manga III B 

教 員 名 細萱 敦 

単 位 数 2 授業区分 選択 

年次配当 3 開講区分 
2013 年度 

前期 

授業概要 

及 び 

到達目標 

自らの専門を選択する3年次において、4年次の卒業研
究に続くメインの演習である。 
細萱ゼミでは、作品制作にしろマンガ研究にしろ、世の中
の事象について取材と調査を徹底的に行い、説得力あ
る作品や研究として責任を持って発表することを目的と
するものである。 
そのために自分がテーマとして扱う対象をターゲットとして
絞り込み、効果的なアプローチを試み、取材結果をどの
ように作品に落とし込むかを熟考し、トライアンドエラーを
繰り返し、誰にどういった形で伝えるかを意識しながら作
品を完成していく。そのことを 1 年あるいは半年間行なう
ものである。 

授業計画 

1. 序盤前期 
2. 序盤中期 
3. 序盤後期 
4．前半前期 
5. 前半中期 
6. 前半後期 
7. 中盤前期 
8. 中盤中期 
9. 中盤後期 
10. 後半前期 
11. 後半中期 
12. 後半後期 
13. 終盤前期 
14. 終盤中期 
15.終盤後期  
 

履修上の 

注意及び 

準備学習 

（予習，復習 

について） 

担当教員とじっくり相談の上、計画を練り、取材調査し、
効率的に作品に落とし込んでいくこと。 

成績評価 

方法及び 

試験方法 

作品あるいは研究論文のできばえと中間経過を加味し、
出席状況とあわせて総合評価する。 

教科書等 

特に定めない。 

備考 

 

 

 （263122） 

科 目 名 マンガ制作演習ⅢＢ 

英文科目名 Workshop on Manga III B 

教 員 名 伊藤 剛 

単 位 数 2 授業区分 選択 

年次配当 3 開講区分 
2013 年度 

前期 

授業概要 

及 び 

到達目標 

マンガを描くにあたり、学生が自分ではできなかった表現
技術を身につける機会として、オリジナルのストーリーマ
ンガ（16 ページまで）を一作品仕上げる。 

授業計画 

（１）ジャンル、方向性の策定 
（２）アイディア出し～プロット 
（３）シナリオ構成 
（４）ネーム第一稿完成 
（５）ネーム第一稿再検討 
（６）ネーム第二原完成 
（７）下描き-1 主要な人物 
（８）下描き-2 主要な人物 
（９）下描き-3 それ以外の人物 
（１０）ペン入れ-1 主要な人物 
（１１）ペン入れ-2 それ以外の人物 
(１２）背景 大ゴマ、複雑なコマ 
（１３）背景 それ以外のコマ 
（１４）仕上げ 集中線等 
（１５）仕上げ トーンワーク 

履修上の 

注意及び 

準備学習 

（予習，復習 

について） 

さまざまな表現技法について、あらためて身につける場と
して利用されたい。 
授業時間内のみではマンガ原稿を完成させることはでき
ない。 
授業時間は、ネーム等の検討を教員とともに行う時間で
あることをよく認識し、必ず授業時間以外の時間で作業
を進めておくこと。 
また、作業の進捗は個々の学生によって異なるので、当
シラバスに記した授業計画はあくまでも「目安」であること
に注意されたい。 
 

成績評価 

方法及び 

試験方法 

作品による 

教科書等 

なし 

備考 

 

 



（263130） 

科 目 名 マンガ制作演習ⅢＣ 

英文科目名 Workshop on Manga III C 

教 員 名 夢来鳥 ねむ 

単 位 数 2 授業区分 選択 

年次配当 3 開講区分 
2013 年度 

後期 

授業概要 

及 び 

到達目標 

【授業概要】 
P１６以上のストーリーマンガ、１本の制作を主とする。（自
由課題） 
※扉絵は原則カラー 
・作品表現の研究。 
【到達目標】 
・マンガを制作する過程で、クリエイティブ職に必須な精
神力を鍛える事ができる 
・作品表現の技を研究する事で、よりレベルの高い作品
制作ができる。 
・以上を総合して、プロマンガ投稿用の作品制作ができ
る。 
 

授業計画 

１.オリエンテーション 
２.プロット・キャラクター制作 
３.ネーム制作 作品研究１〈タイトルの付け方〉 
４.ネーム制作 作品研究１講評 
５.ネーム提出  
６.作画作業／下描き 
７.作画作業／下描き 作品研究２〈魅力ある構図〉 
８.作画作業／下描き 作品研究２講評 
９.作画作業／下描き・ペン入れ 
10.作画作業／ペン入れ 
11.作画作業／ペン入れ・仕上げ 
12.作画作業／総仕上げ 
13.課題〆切 
14.作品講評 
15.総まとめ 
 

履修上の 

注意及び 

準備学習 

（予習，復習 

について） 

【履修上の注意】 
アナログ表現を基本とする。本文をデジタルで制作したい
者は要相談。 
カラー扉に関してはデジタル可 
B４投稿用原稿用紙を使用。 
【予習・復習】 
映画・TV ドラマ・マンガ・小説など、 
感動出来る作品により多く触れる事。 
 

成績評価 

方法及び 

試験方法 

【成績評価方法】 
全体を 100 点として評価する。 
1)ストーリーマンガ 1 本（80 点） 
3)レポート等の提出（20 点） 
4)出席が 2/3 に満たない場合は単位認定はしない。 
【試験方法】 
試験は実施しない。 

教科書等 

教科書は使用せず必要に応じてプリントを配布。 

備考 

【課題について】 
下描き、セリフが入っていない等の途中原稿は不可とす
る。 

 

 （263131） 

科 目 名 マンガ制作演習ⅢＣ 

英文科目名 Workshop on Manga III C 

教 員 名 よし まさこ 

単 位 数 2 授業区分 選択 

年次配当 3 開講区分 
2013 年度 

後期 

授業概要 

及 び 

到達目標 

基本的に１６ｐ以上を１本のストーリーマンガを１本制作
する。 
ページ数は相談に応じる。 
まず「投稿作を仕上げる」「入賞」「担当がつくこと」を目
指す。マンガ制作の楽しさと難しさを実際の制作におい
て体感していく。ジャンルは問わない。オリジナルの作品
を仕上げる事により、自分の作風や引き出し、弱点など
を把握出来るようになる。 

授業計画 

(１)授業ガイダンス 
(２)発想、アイディアの出し方 
(３)キャラクターの立て方 
(４)タイトルのヒント 
(５)プロットを立てる 
(６)ネーム 
(７)ネーム２ 
(８)写植について 
(９)取材・資料について 
(１０)画材・素材について 
(１１)作画テクニック 
(１２)トーンテクニック 
(１３)仕上げテクニック 
(１４)仕上げテクニック 2 
(１５)課題提出、講評 

履修上の 

注意及び 

準備学習 

（予習，復習 

について） 

原則として創作ストーリー漫画制作を目的としますがショ
ートや４コマ等の場合も随時相談に応じる。 

成績評価 

方法及び 

試験方法 

全体の３分の２以上の出席を必要条件とした上で  
作品のクオリティ、〆を守ったかどうか等を加味して評定
する 

教科書等 

特になし 

備考 

 

 



（263132） 

科 目 名 マンガ制作演習ⅢＣ 

英文科目名 Workshop on Manga III C 

教 員 名 木寺 良一 

単 位 数 2 授業区分 選択 

年次配当 3 開講区分 
2013 年度 

後期 

授業概要 

及 び 

到達目標 

【授業概要】 
Adobe Photoshop を用いたマンガ制作について学び、デ
ジタルマンガと電子書籍の制作を行う。 
【到達目標】 
 デジタルマンガの制作ができる。 
 電子書籍の制作ができる。 

授業計画 

1.ガイダンス 
 2.Photoshop を用いた画像編集について 
 3.枠線の生成 
 4.吹き出しの生成 
 5.スクリーントーンについて 
 6.合成について 
 7.ブラシ加工について 
 8.デジタルマンガ制作１：プロット 
 9.デジタルマンガ制作２：ネーム 
 10.デジタルマンガ制作３：下描き 
 11.デジタルマンガ制作４：作画 
 12.デジタルマンガ制作５：仕上げ 
 13.電子書籍制作１：編集 
 14.電子書籍制作２：EPUB の作成 
 15.講評・まとめ 

履修上の 

注意及び 

準備学習 

（予習，復習 

について） 

【履修上の注意】 
ポータブルハードディスクを用意してください。※USB メモ
リーは使用不可。 
【予習・復習】 
予習として、作品制作の為のアイデアを作成しておく。 
復習として、自宅でも作品制作を行う。 

成績評価 

方法及び 

試験方法 

【成績評価】 
課題の評価をもとに算出する。 
4 回以上の欠席がある場合は、単位認定しない。 

教科書等 

教科書は使用しない。 
配布資料あり。 

備考 

 

 

 （263140） 

科 目 名 絵本制作 

英文科目名 Picture Book 

教 員 名 ひらの てつお 

単 位 数 2 授業区分 選択 

年次配当 3 開講区分 
2013 年度 

前期 

授業概要 

及 び 

到達目標 

【授業概要】 
・絵本の基礎的な知識と対象年齢による絵本の形態の
違いを自作絵本を含めた各種絵本の紹介を通して解説
する。 
・テーマを決め.ストーリー作りから.作画.製本（製本キット
を使って.工程を学ぶ）を行う。 
【到達目標】 
・絵本の種類と形態を説明できる。 
・漫画と絵本の違いを理解し.対象年齢に応じて.赤ちゃ
ん絵本.又は創作絵本を制作完成できる。 

授業計画 

１、絵本とは（絵本の起源.絵本の種類.製本キット等の説
明）。自分の好きな絵本を持ち寄   り.その絵本の魅
力を各自で分析.講評。 
２、○△□で絵本を作ってみよう。次回までに絵本コンセ
プトの決定。 
３、企画書提出（テーマ、対象年齢、ページ数、版型）。
「分かち書き」に付いて説明。 
４、創作絵本のストーリー作り。 
５、展覧会見学（予定）。適当な展覧会がなければストー
リー作り続行。見学は順延又は中止。 
６、ストーリーの発表。受講生同士で講評後.修正検討再
考。 
７、ダミー制作。 
８、ダミー完成。完成したものから原画制作開始。 
９、下書き完成後.トレースダウン。 
１０、本絵仕上げ（約 30%完成） 
１１、本絵仕上げ（60%) 
１２、本絵仕上げ（90%) 
１３、本絵仕上げ（100%、最終仕上げ、修正） 
１４、製本デモンストレーション。製本完成。 
１５、プレゼン。お互いの作品の講評と講師の講評。 
 

履修上の 

注意及び 

準備学習 

（予習，復習 

について） 

【履修状の注意】「マンガ基礎デッサン」「ストーリー演習
Ⅰ.Ⅱ」を習得済みである事が望まし い。 
 授業は 15 回完結です。初回は必ず出席してください。 
【予習、復習】予習として.自分の好きな絵本のストーリー
構成とその本の魅力を分析しておく。 
 復習は授業内容の整理.知識のまとめが必要です。 
 対象年齢による子供の理解度と興味の違いを認識し.
それにもとずいてストーリーを構築する。   
 

成績評価 

方法及び 

試験方法 

【成績評価対象と基準】 
 授業態度,理解度.出席及び家庭課題を含む提出課題
作品の評価による。 
 試験は行わない。 

教科書等 

必要に応じプリント配布。 
参考図書は授業内で紹介する。 
製本キット（7 月頃に必要です） 
［自分で作るおもしろブックTYPE1」 B5版 タテ型30ペ
ージ 1.680 円 
または 
「自分で作るおもしろブック TYPE2] A5 版 ヨコ型 14 ペ
ージ 1.029 円 

備考 

 

 



（263150） 

科 目 名 キャラクターデザイン演習 

英文科目名 Practice in Character Desigining 

教 員 名 すぎやま まさこ 

単 位 数 2 授業区分 選択 

年次配当 3 開講区分 
2013 年度 

後期 

授業概要 

及 び 

到達目標 

◯授業概要 
・キャラクターデザインの発想、表現方法を学ぶ 
◯到達目標 
・様々なモチーフからキャラクターを作ることができる 
・コンセプトに合わせた、魅力あるキャラクターをデザイン
できる 
 

授業計画 

1.   自分のマンガの主人公をキャラクター化する 
2.   前回作ったキャタクターで 4 コマまんがを作る 
3.   動物モチーフからキャラクターを作る 
4.   前回作ったキャラクターで 4 コマまんがを作る 
5.   身の回りの物からキャラクターを作る 
6.   前回作ったキャラクターで 4 コマまんがを作る 
7.   キャラクター表現のバリエーション 
8.   キャラクターを立体化してみる 
9.   コンセプトに合わせたキャラクター作り 1 
10. コンセプトに合わせたキャラクター作り 2 
11. キャラクターを使った商品デザイン 1 
12. キャラクターを使った商品デザイン 2 
13. オリジナルキャラクター（自由テーマ）の製作 1 
14. オリジナルキャラクター（自由テーマ）の製作 2 
15. オリジナルキャラクター（自由テーマ）の発表 

履修上の 

注意及び 

準備学習 

（予習，復習 

について） 

この授業では、コミックのキャラクターとは違う、可愛さや
分かりやすさを追求するタイプのキャラクターデザインを
学びます。 
 

成績評価 

方法及び 

試験方法 

課題の提出、作品の完成度、出席の 3 つを合わせて評
価します。 

教科書等 

なし 

備考 

 

 

  



（264010） 

科 目 名 卒業研究 

英文科目名 Graduation Thesis 

教 員 名 
細萱 敦、関口 尚、木寺 良一、伊藤 剛、 

よし まさこ、夢来鳥 ねむ 

単 位 数 8 授業区分 必修 

年次配当 4 開講区分 
2013 年度 

前期～後期 

授業概要 

及 び 

到達目標 

これまでに学んだものの集大成として、将来の方向性を
見据えつつ、自由なテーマ設定による、オリジナリティの
ある作品群を創作し、作品集などのまとまった形態で公
に発表することを目指す。 
白黒、カラーは問わず、フォーマットもストーリー作品には
限らず、技法もアナログ、デジタルなど自由とする。 
その他、立体製作、マンガ原作、編集企画、研究論文、
評論なども可能とするので、各研究室教員と相談しつつ
進めること。、 

授業計画 

4月に1年間の方針とスケジュールを、教員との間でじっ
くりと決定し、作業の量と質の充実を心がける。試作を繰
り返し行い、途中数回の中間発表や、随時ディスカッショ
ンを行ないつつ完成度を高め、学期末に複数の教員に
よる最終審査を経て、卒業研究としてふさわしいと評価
される集大成の創作、研究を完成させることを目標とす
る。 

履修上の 

注意及び 

準備学習 

（予習，復習 

について） 

担当教員と十分に連絡を取り、計画的に制作などを進め
ること。 

成績評価 

方法及び 

試験方法 

制作作品、論文などの最終的できばえ、あるいは中間経
過を加味して総合評価する。 

教科書等 

特になし。 

備考 

 

 

 （281010） 

科 目 名 知性と感性を学ぶ 

英文科目名 Preliminary Study on Intelligence and Sensibility 

教 員 名 西村 安弘 

単 位 数 2 授業区分 選択 

年次配当 1 開講区分 
2013 年度 

前期 

授業概要 

及 び 

到達目標 

【授業概要】 
本学は、「写真技術の振興によって、国家の発展に貢献
する」ために設立された小西写真専門学校が出発点で
あり、現在は工学部と芸術学部の 2 学部を有する、他に
例を見ない特色をもつ大学である。 写真技術とは、正
に真実をありのままに写し取る技術であり、それを用いて
美的価値(芸術)を創造しようとする当初の精神のもとで
は、技術と芸術とは本来不可分であった。その後、科学
技術の発展を背景として、専門分野の拡大と深化が進
み、様々なメディア技術・芸術が生まれ、進化をとげてき
た。その結果、真実・心象を写し取り、さらにこれに処理
を施して表現し伝える上での自由度は増したものの、一
方で工学と美術の乖離を招いてきたともいえる。しかし、
工学と芸術の本質を追求する上では、数量的価値を評
価する姿勢と美的価値を創造する精神とを併せて学
び、工学と芸術学の連携・融合の道を探ることが極めて
重要である。このような方針に基づき開設された、工・芸
融合科目群での初年次開講科目である本科目は、東
京工芸大生としてのアイデンティティ(主体性、同一性)
を確立すると共に、各自の今後の学習の動機づけや方
向づけにおける道標としての役割も有している。 
 【到達目標】 
建学の精神を理解し、各学科の活動内容を紹介でき
る。 

授業計画 

初回は学長が担当し、以後は工学部５学科と芸術学部
７学科 9 コースからそれぞれ１テーマずつ提供される。 
１．学長「あなたの個性、私の性格 - オリジナリティと
は」若尾 真一郎  
２．メディア画像学科「バーチャルリアリティ」 久米 祐一
郎 
３．写真学科 「写真というメディア」村山 康男  
４．ﾃﾞｻﾞｲﾝ学科 VC「知性のイラストレーション」甲賀 正
彦 
５．生命環境化学科「化学の力で生命・環境の美しい世
界をクリエートする」 松本 利彦 
６．映像学科 「映画とは何だろう？」矢島 仁 
７．建築学科 「建物内の目に見えない"環境”を可視化
する」水谷 国男 
８．ﾃﾞｻﾞｲﾝ学科 DC「情報の海を泳ぐ - メディア社会を
生きる力」村田 雅之  
９．コンピュータ応用学科 「高校数学の関数で音楽を演
奏する」金子 格  
10．インタラクティブメディア学科「エンターテイメントと３
DCG」伊勢田 誠治 
11．アニメーション学科「アニメーション表現とその制作
過程」小柳 貴衛 
12．ゲーム学科「ビデオゲームの進化論」中島 信貴 
13．電子機械学科「無線通信技術の発展がもたらす電
磁波環境の悪化とその対策」北原 直人 14．マンガ学
科「現代マンガの表現をさぐる」伊藤 剛 
15．ﾃﾞｻﾞｲﾝ学科 HP「環境デザインの視座 － 人・モノ・
空間」杉下 哲 
 ※講義予定者、内容等は適宜変更になることがある 

履修上の 

注意及び 

準備学習 

（予習，復習 

について） 

予習・復習については授業内で具体的に指示する。 

成績評価 

方法及び 

試験方法 

出席状況、および授業中に提出するミニ・レポート等の
担当教員による評価を基にして総合的に判断する。欠
席回数が授業回数の１／３を超えないようにすること。 

教科書等 

講義担当者によりプリント等が配布されることがある。 

備考 

 

 



（281020） 

科 目 名 アート＆サイエンス概論 

英文科目名 Introduction to Art and Science 

教 員 名 石井 勢津子 

単 位 数 2 授業区分 選択 

年次配当 1 開講区分 
2013 年度 

後期 

授業概要 

及 び 

到達目標 

現代のアートの多様な表現の可能性について、特に視
覚芸術を中心に、考え方と表現技術の両面から捕らえ
ていく。さらに視覚という感覚について、認知科学的立場
からのアプローチも学ぶ。画像資料を中心に具体的な作
品実例を通して、過去の歴史から現代に至るまで、科学
および工学技術がアート表現といかに深いかかわりがあ
るかを広く学ぶ。  
到達目標は、具体的な作品実例を通して、科学および
工学技術がアート表現と非常に深い関わりがあることを
学ぶことにより、受講生各自が鑑賞あるいは表現および
制作する状況に向き合う時、アートの新しい可能性と開
拓について自身で考える力を身に着けることができる。 

授業計画 

1. イントロダクション 
    授業の内容、成績評価の方法、 
    サイエンスアートについて  
2.  アートとテクノロジー  
    メディアの歴史 
3.  技術と芸術表現① 
     表現材料の歴史と変遷 
4.  技術と芸術表現②  
    映像技術の歴史 
5.  技術と芸術表現③ 
   光による表現・マンレイからタレルまで  
6.  技術と芸術表現④ 
     芸術概念の拡張 
7.  社会と芸術 
8.  視覚心理的あるいは認知科学的なアプローチ                              
    視覚と錯覚①.  リアリズム  
9.  視覚心理的あるいは認知科学的なアプローチ 
   視覚と錯覚②. 立体 
10. 視覚心理的あるいは認知科学的なアプローチ  
    視覚と錯覚③ 色 
11. 視覚心理的あるいは認知科学的なアプローチ  
    視覚と錯覚④ 運動 
12. ホログラフィの基礎  
    歴史と技術 
13. ディスプレイとしてのホログラフィ 
    歴史 
14. アート表現メディアとしてのホログラフィ 
    3 次元像・色・光 
15 .新たな展開  
    建築・都市空間から環境芸術へ 
上記は年度当初予定である。進行の都合により前後す
る場合がある。変更点などは随時告知する。 
 

履修上の 

注意及び 

準備学習 

（予習，復習 

について） 

【履修上の注意】 
随時展覧会情報等紹介するので、授業時間外の学習も
望まれる。 
【準備学習】 
次回の予習のために課題をレポート宿題として課す場合
がある。 
 

成績評価 

方法及び 

試験方法 

【成績評価方法】 
各回出席状況、宿題提出のほか中間のレポート課題、
および期末のレポート課題提出の総合で評価する。 
注意点。 
期末レポートだけでなくその他のレポートの提出には特に
注意すること。 
出席2/3未満、および未提出のレポートがある場合採点
対象外になることがあるので十分注意すること。 
【試験方法】 
期末試験は行なわず、レポート課題の提出。   

教科書等 
【教科書】 
特に使用しない。必要に応じて適宜プリント配布。 
 

備考  
 

 （281030） 

科 目 名 工房（ロボット・ラボ） 

英文科目名 Art and Technology Workshop 

教 員 名 大森 義則 

単 位 数 2 授業区分 選択 

年次配当 1 開講区分 
2013 年度 

前期 

授業概要 

及 び 

到達目標 

【授業概要】 
この授業では、アクチュエータ（モータ）、センサを組み合
わせ、センサからの信号に応じて自律的に動作するロボ
ットを製作する。今回は、汎用ロボット製作キット LEGO 
MindStorm NXT と、LOBOLAB ソフトを用いて、各自製
作したロボットを制御する。 その制御プログラムは、アイ
コン（コマンド）を並べて組み立てる単純なものではある
が、将来の記述言語の考え方を意識することを目標とす
る。また、作成したロボットによる応用課題を各章の随所
で実施し、完成度や独創性の評価と意見交換を行う。 
【到達目標】 
 ロボットの動きとセンサの感覚、それに関わるプログラム
の技法を、ビジュアルなイメージとして頭の中に描くことに
より、マイコンのハード、ソフトを意識できる。 

授業計画 

（1） .LEGO NXT LOBOLAB への導入 
（2）. 標準 ロボットの組立と、LOBOLAB 標準ソフトの概
要 
（3） .基本コマンドの使い方と基本動作 
（4） .ジャンプコマンド、繰り返しコマンド 
（5） .光センサーの動作とその応用（ライントレース） 
（6） .音センサー及び、超音波センサーの動作とその応
用 
（7） .コンテナ（変数、ポインタ）の概念とその動作 
（8） .コンテナを応用した応用課題 
（9） .センサー分岐の動作とその応用 
（10） .コンテナ分岐の動作とその応用 
（11） .サブルーチン分岐と応用課題 
（12） .タスク処理の基本とその応用 
（13） .イベント処理（割り込み処理）の基本 
（14） イベント処理（割り込み処理）の応用 
（15） .応用課題（自立ロボットのプログラミング） 

履修上の 

注意及び 

準備学習 

（予習，復習 

について） 

作業にふさわしい服装・身なりで出席すること。週ごとの
スケジュールで実習（課題）を行なうので，欠席は原則と
して認めない。やむを得ない理由で欠席する場合は、必
ず教員に申し出る。       当日に実施した課題の
内容は、よく復習し、問題点はキチット整理して次回の授
業にて解決すること。 

成績評価 

方法及び 

試験方法 

毎回実施する実習課題の達成度を基本とし，作成したロ
ボットの完成度，独創性を加味して総合的に判断し成績
の評価を行なう。 

教科書等 

１ テキスト（実習 NXT-ROBOLAB テクニカルガイド）  
貸与 
２ 課題集、応用課題プリントを配布する。 

備考 

 

 



（281031） 

科 目 名 工房（模型スタジオ） 

英文科目名 Art and Technology Workshop 

教 員 名 棚橋 国年彦 

単 位 数 2 授業区分 選択 

年次配当 1 開講区分 
2013 年度 

前期 

授業概要 

及 び 

到達目標 

【授業の目的】 
ジオラマ模型の制作を通し、建築をはじめ、さまざまな模
型の基礎技術の習得を目指します。そして制作模型の
写真撮影を行い、表現の可能性を探ります。 
【授業概要】  
スチレンボードやスタイロを使った基本的な材料の扱い
方、作り方から始まり、さまざまなテクスチャーや材料の
扱い方、CG の応用、塗装技術、樹木の作り方、アクリル
レーザー加工や金属エッチングの扱い方まで触れなが
ら、作品を制作します。 
【到達目標】 
・スチレンボードをはじめ、さまざまな材料の扱い方や作り
方の基礎技術を身につけることができる。 
・模型制作を通し、多様なメディアデザインへの応用や
可能性を思考できる。 

授業計画 

1.模型作品の事例紹介・模型材料と道具の紹介・材料
の加工 
2.スタイロフォームの使い方・幾何学形態をつくる 
3.スチレンボードの使い方・各種道具の使い方実習・テク
スチャーや CG  
の応用・幾何学形態をつくる 
4.スチレンボード同２/塗装技術実習 
5.スチレンボード同３/パーツ製作・接着材の使い方実習 
6.スチレンボード同４/パーツ製作実習 
7.スチレンボード同５/組立実習・提出・講評 
8.樹木や植栽模型をつくる 
9.ジオラマ模型の制作１/各自テーマ決定 
10.ジオラマ同２/図面製作・中間チェック 
11.ジオラマ同３/図面製作・パーツ製作 
12.ジオラマ同４/エッチングやアクリルの外注物原稿製
作、提出 
13.ジオラマ同５/エッチングの扱い方・アクリルの扱い方
実習 
14.ジオラマ同６/パーツ製作・組立 
15.模型提出・模型撮影の演出方法・模型撮影・講評 

履修上の 

注意及び 

準備学習 

（予習，復習 

について） 

【履修上の注意】 
1.作業を伴うので相応しい服装で出席のこと。 
2.ツメを作業に適した長さに切ってくること。 
【準備学習（予習、復習)】 
授業で伝えたことを基に、表現方法や模型に使えるさま
ざまな材料を、各自調査、研究すること。 

成績評価 

方法及び 

試験方法 

制作した模型の出来具合と、模型写真、課題への取り
組み姿勢を総合的に評価し、合計点を 100 点満点に換
算して成績とします。 
(1)第一課題-スチレンボード(40 点） 
(2)第二課題-樹木(10 点） 
(3)最終課題(40 点) 
(4)授業への姿勢(10 点） 
(5)出席が 2/3 に満たない場合は、単位認定はしませ
ん。 
試験は行いません。 

教科書等 

無し 

備考 

 

 

 （281032） 

科 目 名 工房（３ＤＣＧ） 

英文科目名 Art and Technology Workshop 

教 員 名 荻野 展生 

単 位 数 2 授業区分 選択 

年次配当 1 開講区分 
2013 年度 

前期 

授業概要 

及 び 

到達目標 

【授業概要】 
3DCG は TV、ゲームなどエンターテイメント分野やインダ
ストリアルデザインなど工業分野に至るまで多岐に渡り用
いられている。本講義では 3DCG 用ソフトウェア｢MAYA｣
を使用して基本的な3DCGデザイン手法を学ぶ。制作に
おける各工程を理解しながら、3DCG を用いた造形、画
像生成の基本的素養を身につける。 
【到達目標】 
実制作を通じて 3DCG の基礎となる知識と技術を習得
することができる。 
3DCG におけるモデリング、テクスチャマッピング、ライティ
ング、レンダリング等の各工程を踏まえ課題作品を制作
していく。尚、本講義はソフトウェアの習得が最終目標で
はない。ソフトウェアを用いてコンテンツを制作し、他者に
自分のイメージを伝達する能力を習得することを重視し
ている。 

授業計画 

（1） 3DCG の概説，3DCG ソフトウェア「MAYA」について 
（2） 基本操作① オブジェクトの配置 
（3） 基本操作② 材質感設定 
（4） 基本操作③ レンダリング 
（5） 静物画をつくる① 回転によるモデリング 
（6） 静物画をつくる② シェーダーとテクスチャ，レイトレ
ース 
（7） 静物画をつくる③ ライティング，レンダリング 
（8） キャラクターをつくる① ポリゴンモデリング 
（9） キャラクターをつくる② ＵＶ展開 
（10）キャラクターをつくる③ 「Photoshop」を用いたテク
スチャリング 
（11）キャラクターをつくる④ グローバルイルミネーション
の初歩 
（12）自由課題 制作① 
（13）自由課題 制作② 
（14）自由課題 制作③ 
（15）自由課題 制作④ ～講評会 

履修上の 

注意及び 

準備学習 

（予習，復習 

について） 

【履修上の注意】 
制作の各工程は関連性があるので遅刻や欠席をしない
こと。 
【準備学習（予習、復習）】 
予習は必要としない。但し、必ず講義内容を復習し理解
を深めておくこと。 

成績評価 

方法及び 

試験方法 

【成績評価方法】 
(1 )講義への出席、態度（50％） 
 ・出席が 2/3 に満たない場合は，単位認定はしない 
(2) 授業内の小課題、期末の自由課題の内容（50％） 
 ・技術力かつ表現力（造形的美感や独自性）を基に作
品評価を行う 
 ・期末の自由課題未提出者は単位認定しない 
 ・小課題の提出数が全小課題数の 2/3 に満たない場
合は単位認定しない 
【試験方法】 
講義内での試験は行わない。 

教科書等 

必要に応じて講義開始時に市販されている最適な書物
を案内する。 

備考 

 

 



（281033） 

科 目 名 工房（アニメーション工房） 

英文科目名 Art and Technology Workshop 

教 員 名 上甲 トモヨシ、一瀬 皓コ 

単 位 数 2 授業区分 選択 

年次配当 1 開講区分 
2013 年度 

前期 

授業概要 

及 び 

到達目標 

TV で流れる３０分枠のアニメーションの他にも、生活の
中にはアニメーションが溢れている。 
番組のタイトルやジングル、スクロールする文字、ＣＭ、携
帯電話を起動して表示される記号、ＡＴＭの画面の中で
お辞儀をする人など、「アニメーション」とは実は幅が広く
需要がある表現だ。 
『アニメーション工房』では、アニメーションに感心を持ち、
視野を広げるきっかけになるような授業内容で進めてい
く。 
鉛筆一本で、もしくは消しゴムだけで、磁石だけで、糸だ
けで、砂だけでアニメーションが出来るということを、普段
見逃してしまいそうになる「アニメーションとはどのようなも
のか」「どのようにして動くのか」を焦点に、実習を通して
学ぶ。 
動かす面白さを制作を通して学び、世界のアニメーショ
ン作品を見てアニメーション脳を豊かにする。 

授業計画 

①「オリエンテーション・ランチボックス体験」 
②「オリエンテーション・ランチボックス体験」 
③「制作Ⅰ」 
④「制作Ⅰ」 
⑤「制作Ⅰ」 
⑥「撮影・上映・講評」 
⑦「制作Ⅱ」 
⑧「制作Ⅱ」 
⑨「制作Ⅱ」 
⑩「制作Ⅱ」 
⑪「制作Ⅱ」 
⑫「撮影」 
⑬「上映・講評」 
※ランチボックスとはアニメーションの撮影をするための
専用の機械です 
※「制作Ⅰ」作品制作、つながるアニメーション（メタモル
フォーゼ）5～10 秒程度 
 「制作Ⅱ」作品制作、アイキャッチ 10 秒程度 

履修上の 

注意及び 

準備学習 

（予習，復習 

について） 

えんぴつ等の筆記用具を各自用意。 

成績評価 

方法及び 

試験方法 

課題点、授業態度。 

教科書等 

特になし。 

備考 

授業のはじめに世界の様々な短編アニメーション作品を
上映しますので遅刻はしない事。 

 

 （281034） 

科 目 名 工房（アニメーション工房） 

英文科目名 Art and Technology Workshop 

教 員 名 上甲 トモヨシ、一瀬 皓コ 

単 位 数 2 授業区分 選択 

年次配当 1 開講区分 
2013 年度 

後期 

授業概要 

及 び 

到達目標 

TV で流れる３０分枠のアニメーションの他にも、生活の
中にはアニメーションが溢れている。 
番組のタイトルやジングル、スクロールする文字、ＣＭ、
携帯電話を起動して表示される記号、ＡＴＭの画面の中
でお辞儀をする人など、「アニメーション」とは実は幅が広
く需要がある表現だ。 
『アニメーション工房』では、アニメーションに感心を持
ち、視野を広げるきっかけになるような授業内容で進め
ていく。 
鉛筆一本で、もしくは消しゴムだけで、磁石だけで、糸だ
けで、砂だけでアニメーションが出来るということを、普段
見逃してしまいそうになる「アニメーションとはどのようなも
のか」「どのようにして動くのか」を焦点に、実習を通して
学ぶ。 
動かす面白さを制作を通して学び、世界のアニメーショ
ン作品を見てアニメーション脳を豊かにする。 

授業計画 

①「オリエンテーション・ランチボックス体験」 
②「オリエンテーション・ランチボックス体験」 
③「制作Ⅰ」 
④「制作Ⅰ」 
⑤「制作Ⅰ」 
⑥「撮影・上映・講評」 
⑦「制作Ⅱ」 
⑧「制作Ⅱ」 
⑨「制作Ⅱ」 
⑩「制作Ⅱ」 
⑪「制作Ⅱ」 
⑫「撮影」 
⑬「上映・講評」 
※ランチボックスとはアニメーションの撮影をするための
専用の機械です 
※「制作Ⅰ」作品制作、つながるアニメーション（メタモル
フォーゼ）5～10 秒程度 
 「制作Ⅱ」作品制作、アイキャッチ 10 秒程度 

履修上の 

注意及び 

準備学習 

（予習，復習 

について） 

えんぴつ等の筆記用具を各自用意。 

成績評価 

方法及び 

試験方法 

課題点、授業態度。 

教科書等 

特になし。 

備考 

授業のはじめに世界の様々な短編アニメーション作品を
上映しますので遅刻はしない事。 

 



（281510） 

科 目 名 キャリアデザイン概論 

英文科目名 Introduction to career design 

教 員 名 新井 一央 

単 位 数 2 授業区分 選択 

年次配当 1 開講区分 
2013 年度 

前期 

授業概要 

及 び 

到達目標 

(1)問題意識 

 少子高齢化という形の人口減少、経済のグローバル化、ロボッ

ト工学の発達による労働環境の激変は産業構造の変化を促し、

わたしたちの生き方や価値観の変化を迫ってきます。これからの

わたしたちは古い価値観や方法にしがみつくのではなく、異なる

価値観や文化をあえて取り込み、そのコンフリクトによる新たな価

値の創造を行いうるクリエイターとなる必要があると考えられま

す。 

(2)授業の目的 

 以上の問題意識の下、本授業では、自ら考え、グループを動

かし、新しい価値観を創造する行動力と熱を備えた、社会に切り

込む力を身につけた「ほんのちょっと“かっこいい”クリエイターをめ

ざす」をテーマに、学生の皆さんのキャリア形成に向けた行動変

容を促すことを目的とします。 

(3)授業の概要 

 本授業は 

①社会を知る 

②先人の知恵に学ぶ 

③わたしをつくる 

④芸術と社会の関係を考える 

⑤仲間と行動し結果を残す 

を柱として展開します。 

(4)到達目標 

① 4 年間の大学生活を充実させるための意識と行動力を獲得

する。 

② 毎日、自分なりの「ほんのちょっと“かっこいい”」を実践でき

る。 

③ 自分の専攻分野と社会を結びつけて考え、学び続ける。 

授業計画 

〈授業計画〉 

1．ガイダンス 

2．わたしたちが直面する社会的課題 

3．コミュニケーションが重視される本当の理由 

4．「分かる」と向き合う（哲学者鷲田清一氏に学ぶ） 

５．「分かり合う」コミュニケーション(劇作家平田オリザ氏に学ぶ) 

6．クリエイティブ産業の今後（経済産業省クール・ジャパン戦略） 

7．ビジネスとしての芸術を考える 

8．カーネギーメロン大学教授 故ランディパウシュ氏に学ぶ 

9．わたしの存在理由（フランクル心理学に学ぶ） 

10.キャリアサバイバルと planed happen theory 

11.東京工芸大学芸術学部のプロモーションを考える 

12.東京工芸大学芸術学部のプロモーションを実践する？ 

13.社会的課題を前に“芸術”のできることは何か  

14.私たちにとってほんのちょっと“かっこいい”とはどういう生き方

か 

15.ふり返りと新たな始まり 

履修上の 

注意及び 

準備学習 

（予習，復習 

について） 

〈履修上の注意〉 
・4 月のキャリア開発課によるガイダンスと初回授業で改
めて授業計画と履修上の注意、成績評  
 価について説明します。 
・教室運営のなかにビジネスのルールを持ち込みます。
詳細は初回授業で説明します。 
・事前準備、授業への出席、授業内での活動、課題提
出がセットです。 
 

成績評価 

方法及び 

試験方法 

〈成績評価〉 
本科目は成績評価試験を実施しません。 
評価は 
①出席点（意欲）：30 点 
②提出課題あるいは授業内評価点（コミュニケーション
力）：70 点 
を基準に実施します。 
 

教科書等 

〈テキスト・参考資料〉 
その都度指示します。 
なお、授業はレジュメを配布して行います。 
また、課題も授業の際に配布し、次の授業終了時に回
収します。 
 

備考 

 

 

 （281511） 

科 目 名 キャリアデザイン概論 

英文科目名 Introduction to career design 

教 員 名 新井 一央 

単 位 数 2 授業区分 選択 

年次配当 1 開講区分 
2013 年度 

前期 

授業概要 

及 び 

到達目標 

(1)問題意識 

 少子高齢化という形の人口減少、経済のグローバル化、ロボッ

ト工学の発達による労働環境の激変は産業構造の変化を促し、

わたしたちの生き方や価値観の変化を迫ってきます。これからの

わたしたちは古い価値観や方法にしがみつくのではなく、異なる

価値観や文化をあえて取り込み、そのコンフリクトによる新たな価

値の創造を行いうるクリエイターとなる必要があると考えられま

す。 

(2)授業の目的 

 以上の問題意識の下、本授業では、自ら考え、グループを動

かし、新しい価値観を創造する行動力と熱を備えた、社会に切り

込む力を身につけた「ほんのちょっと“かっこいい”クリエイターを

めざす」をテーマに、学生の皆さんのキャリア形成に向けた行動

変容を促すことを目的とします。 

(3)授業の概要 

 本授業は 

①社会を知る 

②先人の知恵に学ぶ 

③わたしをつくる 

④芸術と社会の関係を考える 

⑤仲間と行動し結果を残す 

を柱として展開します。 

(4)到達目標 

① 4 年間の大学生活を充実させるための意識と行動力を獲得

する。 

② 毎日、自分なりの「ほんのちょっと“かっこいい”」を実践でき

る。 

③ 自分の専攻分野と社会を結びつけて考え、学び続ける。 

授業計画 

〈授業計画〉 

1．ガイダンス 

2．わたしたちが直面する社会的課題 

3．コミュニケーションが重視される本当の理由 

4．「分かる」と向き合う（哲学者鷲田清一氏に学ぶ） 

５．「分かり合う」コミュニケーション(劇作家平田オリザ氏に学ぶ) 

6．クリエイティブ産業の今後（経済産業省クール・ジャパン戦略） 

7．ビジネスとしての芸術を考える 

8．カーネギーメロン大学教授 故ランディパウシュ氏に学ぶ 

9．わたしの存在理由（フランクル心理学に学ぶ） 

10.キャリアサバイバルと planed happen theory 

11.東京工芸大学芸術学部のプロモーションを考える 

12.東京工芸大学芸術学部のプロモーションを実践する？ 

13.社会的課題を前に“芸術”のできることは何か  

14.私たちにとってほんのちょっと“かっこいい”とはどういう生き方

か 

15.ふり返りと新たな始まり 

履修上の 

注意及び 

準備学習 

（予習，復習 

について） 

〈履修上の注意〉 
・4 月のキャリア開発課によるガイダンスと初回授業で改
めて授業計画と履修上の注意、成績評  
 価について説明します。 
・教室運営のなかにビジネスのルールを持ち込みます。
詳細は初回授業で説明します。 
・事前準備、授業への出席、授業内での活動、課題提
出がセットです。 
 

成績評価 

方法及び 

試験方法 

〈成績評価〉 
本科目は成績評価試験を実施しません。 
評価は 
①出席点（意欲）：30 点 
②提出課題あるいは授業内評価点（コミュニケーション
力）：70 点 
を基準に実施します。 
 

教科書等 

〈テキスト・参考資料〉 
その都度指示します。 
なお、授業はレジュメを配布して行います。 
また、課題も授業の際に配布し、次の授業終了時に回
収します。 
 

備考 

 

 



（281512） 

科 目 名 キャリアデザイン概論 

英文科目名 Introduction to career design 

教 員 名 新井 一央 

単 位 数 2 授業区分 選択 

年次配当 1 開講区分 
2013 年度 

前期 

授業概要 

及 び 

到達目標 

(1)問題意識 

 少子高齢化という形の人口減少、経済のグローバル化、ロボッ

ト工学の発達による労働環境の激変は産業構造の変化を促し、

わたしたちの生き方や価値観の変化を迫ってきます。これからの

わたしたちは古い価値観や方法にしがみつくのではなく、異なる

価値観や文化をあえて取り込み、そのコンフリクトによる新たな価

値の創造を行いうるクリエイターとなる必要があると考えられま

す。 

(2)授業の目的 

 以上の問題意識の下、本授業では、自ら考え、グループを動

かし、新しい価値観を創造する行動力と熱を備えた、社会に切り

込む力を身につけた「ほんのちょっと“かっこいい”クリエイターをめ

ざす」をテーマに、学生の皆さんのキャリア形成に向けた行動変

容を促すことを目的とします。 

(3)授業の概要 

 本授業は 

①社会を知る 

②先人の知恵に学ぶ 

③わたしをつくる 

④芸術と社会の関係を考える 

⑤仲間と行動し結果を残す 

を柱として展開します。 

(4)到達目標 

① 4 年間の大学生活を充実させるための意識と行動力を獲得

する。 

② 毎日、自分なりの「ほんのちょっと“かっこいい”」を実践でき

る。 

③ 自分の専攻分野と社会を結びつけて考え、学び続ける。 

授業計画 

〈授業計画〉 

1．ガイダンス 

2．わたしたちが直面する社会的課題 

3．コミュニケーションが重視される本当の理由 

4．「分かる」と向き合う（哲学者鷲田清一氏に学ぶ） 

５．「分かり合う」コミュニケーション(劇作家平田オリザ氏に学ぶ) 

6．クリエイティブ産業の今後（経済産業省クール・ジャパン戦略） 

7．ビジネスとしての芸術を考える 

8．カーネギーメロン大学教授 故ランディパウシュ氏に学ぶ 

9．わたしの存在理由（フランクル心理学に学ぶ） 

10.キャリアサバイバルと planed happen theory 

11.東京工芸大学芸術学部のプロモーションを考える 

12.東京工芸大学芸術学部のプロモーションを実践する？ 

13.社会的課題を前に“芸術”のできることは何か  

14.私たちにとってほんのちょっと“かっこいい”とはどういう生き方

か 

15.ふり返りと新たな始まり 

履修上の 

注意及び 

準備学習 

（予習，復習 

について） 

〈履修上の注意〉 
・4 月のキャリア開発課によるガイダンスと初回授業で改
めて授業計画と履修上の注意、成績評  
 価について説明します。 
・教室運営のなかにビジネスのルールを持ち込みます。
詳細は初回授業で説明します。 
・事前準備、授業への出席、授業内での活動、課題提
出がセットです。 
 

成績評価 

方法及び 

試験方法 

〈成績評価〉 
本科目は成績評価試験を実施しません。 
評価は 
①出席点（意欲）：30 点 
②提出課題あるいは授業内評価点（コミュニケーション
力）：70 点 
を基準に実施します。 
 

教科書等 

〈テキスト・参考資料〉 
その都度指示します。 
なお、授業はレジュメを配布して行います。 
また、課題も授業の際に配布し、次の授業終了時に回
収します。 
 

備考 

 

 

 （282010） 

科 目 名 工・芸制作演習 

英文科目名 Production Seminar of Technology and Art 

教 員 名 木寺 良一、松本 里香、森山 剛、細萱 敦 

単 位 数 1 授業区分 選択 

年次配当 2 開講区分 
2013 年度 

前期 

授業概要 

及 び 

到達目標 

【授業概要】 
この演習では工学部と芸術学部の学生が協力して、画
像のパターン認識を応用したキャラクターを制作し、科
学をテーマにしたマンガ作品を制作する。 
芸術学部の学生は工学的技術を学び、工学部の学生
はアート作品の実現を目指した創作プロセスを学びま
す。 
【到達目標】 
 企画書や報告書を作成することができる。 
 アート作品の創作プロセスを実施する事ができる。 
 共同作業ができる。 

授業計画 

1.ガイダンス 
2.科学化学について 
3.マンガについて 
4.HTML の学習と演習 
5.JavaScript の学習と演習 
6.グループディスカッション 
7.企画書制作 
8.企画プレゼンテーション 
9.マンガ制作「ネーム」 
10.マンガ制作「下描き」 
11.マンガ制作「ペン入れ」 
12.マンガ制作「仕上げ」 
13.プログラム作成 
14.編集・展示準備 
15.作品プレゼンテーション・講評 

履修上の 

注意及び 

準備学習 

（予習，復習 

について） 

【履修上の注意】 
この科目は 9 月初旬に実施される４日間の夏期集中授
業です。授業は 10：00 から開始します。実施教室に遅
刻をしないように集合をしてください。施設等の都合から
２年次生の工学部20名、芸術学部20名に履修人数を
制限します。４月に履修申込を行い、希望者多数の場
合は選抜を行います。事前に本演習内容に関するミー
ティングを実施し、事前課題を課す予定です。  
【予習、復習】 
予習として、制作する作品のテーマである「科学化学」に
ついて調べておく。 
復習として、授業外もグループで課題制作を行う。 

成績評価 

方法及び 

試験方法 

【成績評価】 
課題の評価をもとに算出。 
出席が 2/3 に満たない場合は、単位認定しない。 

教科書等 

教科書は使用しない。 
配布資料あり。 

備考 

担当教員：森山 剛、細萱 敦、木寺 良一、松本 里
香 

 



（282512） 

科 目 名 ポートフォリオ制作演習 

英文科目名 Portfolio seminar 

教 員 名 中路 真紀 

単 位 数 1 授業区分 選択 

年次配当 2 開講区分 
2013 年度 

後期 

授業概要 

及 び 

到達目標 

【授業概要】就職活動のためだけではなく、卒業後クリエ
イターとしてキャリアを積んでいく上でも必要となるポート
フォリオについて基本的なポイントを理解し、制作を行う。 
【到達目標】 
・志望職種について理解する 
・志望職種に必要なスキルを理解する 
・志望職種に必要なスキルをポートフォリオでアピールで
きる 
・就職活動までに準備すべきことを理解する 
 

授業計画 

1 オリエンテーション  
２ 自己分析ワークショップ 
３ 業界研究１ 
４ 業界研究２ 
５ ポートフォリオの基本的なフォーマットについて 
６ ポートフォリオ制作（作品の整理・データ化） 
７ ポートフォリオ制作（レイアウト） 
８ ポートフォリオ制作（デザインプリント） 
９ ポートフォリオ制作（デザインプリント） 
1０ ポートフォリオ制作（デザインプリント） 
１１ ポートフォリオ制作（デザインプリント） 
１２ ポートフォリオ制作（ブラッシュアップ） 
１３ ポートフォリオ制作（ブラッシュアップ） 
１４ プレゼンテーション ポートフォリオ提出 
１５ 講評会 
 

履修上の 

注意及び 

準備学習 

（予習，復習 

について） 

【履修条件】 
フォトショップ、イラストレーターどちらか使えること 
就職を志望していること 
【予習復習】 
予習として、授業以外でも興味のある業界、職種につい
て調べること 
復習として、毎回の制作に間に合わない場合は、自主的
に制作をし、必ず最終的にポートフォリオを提出すること 
授業終了後、就職活動用にポートフォリオをさらにブラッ
シュアップすること 

成績評価 

方法及び 

試験方法 

１ 自己分析・業界研究レポート  各 20 点 
２ ポートフォリオデザイン 30 点 
３ ポートフォリオ提出 30 点 
 

教科書等 

なし 

備考 

 

 

 （282515） 

科 目 名 ポートフォリオ制作演習 

英文科目名 Portfolio seminar 

教 員 名 中路 真紀 

単 位 数 1 授業区分 選択 

年次配当 2 開講区分 
2013 年度 

後期 

授業概要 

及 び 

到達目標 

【授業概要】就職活動のためだけではなく、卒業後クリエ
イターとしてキャリアを積んでいく上でも必要となるポート
フォリオについて基本的なポイントを理解し、制作を行
う。 
【到達目標】 
・志望職種について理解する 
・志望職種に必要なスキルを理解する 
・志望職種に必要なスキルをポートフォリオでアピールで
きる 
・就職活動までに準備すべきことを理解する 

授業計画 

1 オリエンテーション  
２ 自己分析ワークショップ 
３ 業界研究１ 
４ 業界研究２ 
５ ポートフォリオの基本的なフォーマットについて 
６ ポートフォリオ制作（作品の整理・データ化） 
７ ポートフォリオ制作（レイアウト） 
８ ポートフォリオ制作（デザインプリント） 
９ ポートフォリオ制作（デザインプリント） 
1０ ポートフォリオ制作（デザインプリント） 
１１ ポートフォリオ制作（デザインプリント） 
１２ ポートフォリオ制作（ブラッシュアップ） 
１３ ポートフォリオ制作（ブラッシュアップ） 
１４ プレゼンテーション ポートフォリオ提出 
１５ 講評会 

履修上の 

注意及び 

準備学習 

（予習，復習 

について） 

【履修条件】 
フォトショップ、イラストレーターどちらか使えること 
就職を志望していること 
【予習復習】 
予習として、授業以外でも興味のある業界、職種につい
て調べること 
復習として、毎回の制作に間に合わない場合は、自主
的に制作をし、必ず最終的にポートフォリオを提出するこ
と 
授業終了後、就職活動用にポートフォリオをさらにブラッ
シュアップすること 

成績評価 

方法及び 

試験方法 

１ 自己分析・業界研究レポート  各 20 点 
２ ポートフォリオデザイン 30 点 
３ ポートフォリオ提出 30 点 
 

教科書等 

 
なし 

備考 

 

 



（282520） 

科 目 名 仕事とライフ・デザイン 

英文科目名 Career and Life Design 

教 員 名 中村 かおり 

単 位 数 2 授業区分 選択 

年次配当 2 開講区分 
2013 年度 

前期 

授業概要 

及 び 

到達目標 

【授業の目的】 

デザイン系職種においては、大学 2 年生の 1 年間はポートフォリオに掲載す

る作品を作り始め、自分の適性を見出すという位置づけを持つ年次であり、

希望を叶えた先輩の多くが大学 2 年である程度希望の方向性を見出してい

ます。 

授業では自分が目指す業界、職種の主な仕事内容や適性、ポートフォリオ

の有無を知り、自分が目指すべき方向性を定めることができるようになること

を目的としています。 

【授業概要】 

授業では、現在学んでいることを活かせる仕事や職種にはどのようなものが

あるかということや、クリエイターとしてのさまざまな働き方について紹介し、

自分が希望する職種や働き方を実現するためにはどのような勉強や準備が

必要なのかをワークを通じて考えていきます。 

さらに、クリエイターとして「就職する」ことへのレディネス（準備）を整えるた

め、就職活動に際して必要となるスキルやポートフォリオの必要性を認識

し、より具体的な目標設定を行うことで、後期の「ポートフォリオ制作講座」に

向けた目標意識を高めていきます。 

【到達目標】 

先輩のキャリアなどを参考に自身の将来のキャリアプランの大まかなイメー

ジを描くことができる。 

目指す方向性と将来のキャリアプランのイメージをもとに就職活動に向けて

必要な準備が何かを理解し、今後の学生生活の過ごし方を節目ごとに考え

ることができる。 

授業計画 

１．大学生活の中での「大学 2 年生」の位置付けとこの 1 年で身に付けて欲

しいこと 

２．希望を叶えた先輩の大学 2 年生からの過ごし方 

３．学んでいることを活かせる職種と求められるスキル・知識<1> 

４．学んでいることを活かせる職種と求められるスキル・知識<2> 

５．クリエイターとしてのさまざまな働き方と「就職する」ということ 

６．先輩クリエイターのキャリアデザイン 

７．キャリアプランの設計<1>将来の大まかなイメージを絵や図、グラフを使

ってまとめる） 

※「キャリアプランニングシート」提出 

８．プロのクリエイターとして求められる人材像 

９．クリエイターに求められるスキル<1>－コミュニケーション能力、メンタル

タフネス 

１０．クリエイターに求められるスキル<2>－チームワーク力、課題解決力  

※グループワーク 

１１．クリエイターに求められるスキル<3>－課題理解力、数的・論理的思

考力 

１２．クリエイターに求められるスキル<4>－文章構成力、文章表現力 

１３．ポートフォリオの重要性 

１４．キャリアプランの設計<2>（目指す業界、職種とこれから準備すべきこ

との洗い出し、 

今後のスケジュールへの落としこみ）※「目標設定シート」提出 

１５．まとめ 

履修上の 

注意及び 

準備学習 

（予習，復習 

について） 

授業では 8～10 人程度のグループでのワークや 2～4
人程度の小グループ内での発表など、自発的な行動や
発言が求められるワークを比較的高い頻度で実施しま
す。 
最初の授業で詳細な授業計画を説明しますので、履修
希望者は第 1 回授業に必ず出るようにしてください。 

成績評価 

方法及び 

試験方法 

【成績評価対象と基準】 
(1) 課題レポート（キャリアプランニングシート） 30点（授
業時間内で作成、提出) 
(2) 課題レポート（目標設定シート）          20 点
（授業時間内で作成、提出） 
(3) グループワーク（達成度、参加態度）     30 点 
(4) 出席点                        20 点 
なお、授業回数の 3 分の 1（5 回）以上欠席した場合及
び「課題レポート」の提出が一度もない 
場合は単位認定しませんので留意してください。 

教科書等 

教科書は特にありません。授業に必要な資料はプリントし
て配布します。 

備考 

 

 

 （282521） 

科 目 名 仕事とライフ・デザイン 

英文科目名 Career and Life Design 

教 員 名 中村 かおり 

単 位 数 2 授業区分 選択 

年次配当 2 開講区分 
2013 年度 

前期 

授業概要 

及 び 

到達目標 

【授業の目的】 

デザイン系職種においては、大学 2 年生の 1 年間はポートフォリオに掲載す

る作品を作り始め、自分の適性を見出すという位置づけを持つ年次であり、

希望を叶えた先輩の多くが大学 2 年である程度希望の方向性を見出して

います。 

授業では自分が目指す業界、職種の主な仕事内容や適性、ポートフォリオ

の有無を知り、自分が目指すべき方向性を定めることができるようになるこ

とを目的としています。 

【授業概要】 

授業では、現在学んでいることを活かせる仕事や職種にはどのようなものが

あるかということや、クリエイターとしてのさまざまな働き方について紹介し、

自分が希望する職種や働き方を実現するためにはどのような勉強や準備

が必要なのかをワークを通じて考えていきます。 

さらに、クリエイターとして「就職する」ことへのレディネス（準備）を整えるた

め、就職活動に際して必要となるスキルやポートフォリオの必要性を認識

し、より具体的な目標設定を行うことで、後期の「ポートフォリオ制作講座」に

向けた目標意識を高めていきます。 

【到達目標】 

先輩のキャリアなどを参考に自身の将来のキャリアプランの大まかなイメー

ジを描くことができる。 

目指す方向性と将来のキャリアプランのイメージをもとに就職活動に向けて

必要な準備が何かを理解し、今後の学生生活の過ごし方を節目ごとに考え

ることができる。 

授業計画 

１．大学生活の中での「大学 2 年生」の位置付けとこの 1 年で身に付けて欲

しいこと 

２．希望を叶えた先輩の大学 2 年生からの過ごし方 

３．学んでいることを活かせる職種と求められるスキル・知識<1> 

４．学んでいることを活かせる職種と求められるスキル・知識<2> 

５．クリエイターとしてのさまざまな働き方と「就職する」ということ 

６．先輩クリエイターのキャリアデザイン 

７．キャリアプランの設計<1>将来の大まかなイメージを絵や図、グラフを使

ってまとめる） 

※「キャリアプランニングシート」提出 

８．プロのクリエイターとして求められる人材像 

９．クリエイターに求められるスキル<1>－コミュニケーション能力、メンタル

タフネス 

１０．クリエイターに求められるスキル<2>－チームワーク力、課題解決力  

※グループワーク 

１１．クリエイターに求められるスキル<3>－課題理解力、数的・論理的思

考力 

１２．クリエイターに求められるスキル<4>－文章構成力、文章表現力 

１３．ポートフォリオの重要性 

１４．キャリアプランの設計<2>（目指す業界、職種とこれから準備すべきこ

との洗い出し、 

今後のスケジュールへの落としこみ）※「目標設定シート」提出 

１５．まとめ   

 

履修上の 

注意及び 

準備学習 

（予習，復習 

について） 

授業では 8～10 人程度のグループでのワークや 2～4
人程度の小グループ内での発表など、自発的な行動や
発言が求められるワークを比較的高い頻度で実施しま
す。 
最初の授業で詳細な授業計画を説明しますので、履修
希望者は第 1 回授業に必ず出るようにしてください。 

成績評価 

方法及び 

試験方法 

【成績評価対象と基準】 
(1) 課題レポート（キャリアプランニングシート） 30 点
（授業時間内で作成、提出) 
(2) 課題レポート（目標設定シート）          20 点
（授業時間内で作成、提出） 
(3) グループワーク（達成度、参加態度）     30 点 
(4) 出席点                        20 点 
なお、授業回数の 3 分の 1（5 回）以上欠席した場合及
び「課題レポート」の提出が一度もない 
場合は単位認定しませんので留意してください。 

教科書等 

教科書は特にありません。授業に必要な資料はプリントし
て配布します。 

備考 

 

 



（283510） 

科 目 名 インターンシップ 

英文科目名 Internship 

教 員 名 中島 信貴 

単 位 数 2 授業区分 選択 

年次配当 3 開講区分 
2013 年度 

前期 

授業概要 

及 び 

到達目標 

企業におけるプロの制作現場での実習を通して、現場で
求められる専門能力、納期とクオリティーに対する要求
水準を知り、社会人、企業人、組織人として必要な行動
様式、コミュニケーション方法などを多面的に体験学習
する。 

授業計画 

事前指導、実習、事後指導からなる。 
①事前指導 
 インターンシップオリエンテーション 
 ビジネスマナー等勉強会 
②実習 ［約２週間］ 
③事後指導 
 実習レポート作成・提出 
 インターンシップ成果発表会 

履修上の 

注意及び 

準備学習 

（予習，復習 

について） 

（１）この科目は履修登録を行わない。履修方法は掲示
等によって知らせるが、不明の場合は、キャリア開発課
に問い合わせること。 
（２）受入れ企業の数により、実習希望者の人数を制限
することがある。学内で面接を行い、受入企業と調整し、
実習者を６月末をめどに決定する。 
（３）実習希望者は所定のインターンシップオリエンテーシ
ョンに必ず参加すること。  
 

成績評価 

方法及び 

試験方法 

事前指導（ビジネスマナー講座など）における取り組み、
派遣先の企業担当者の評価、事後指導（実習レポート、
インターンシップ成果発表会など）の評価を総合的に判
断し、単位として認定する。合格の場合は「認定」と表記
される。 
成果発表会の欠席等の扱いは期末試験に準じる。 

教科書等 

適宜、資料を配布する。 

備考 

 

 

 （283531） 

科 目 名 進路を考えるＡ 

英文科目名 Career Development A 

教 員 名 安部 博文 

単 位 数 1 授業区分 選択 

年次配当 3 開講区分 
2013 年度 

前期 

授業概要 

及 び 

到達目標 

〈授業の目的〉 

時代はとどまることを知りません。その意味では、時代は常に移行していると

いえます。また、私たちも同じように移行します。皆さんは、今まさに学生と

いう立場から社会人へと移行することになります。では、そのために必要なこ

とは何なのでしょうか。以下３点にまとめてみます。①私たちが生きる社会の

状況を把握する（もちろん、社会が求める人材像も同様）。②社会に適応す

ること、それに必要な能力を涵養する（適応するのではなく、反抗する場合

には、その覚悟の有無を確認する）。③自ら考え行動するといった能動的

姿勢で臨む（このことを改めて自覚し、この授業だけでなく、全ての学業に同

様の態度で臨む）。 

〈授業概要〉 

個々人が生涯にわたり遂行する様々な立場や役割を自覚する。そのために

は、個々人にとって仕事とは何か、を認識する必要があります。この授業で

は、その思いを発現する機会を出来る限り設けます。皆さんが持っている能

動性を活かしながら授業を進めます。 

〈到達目標〉 

・自らの思い（自己 PR や志望動機など）を文章化できる。 

・職に就くために必要な知識、またそれを活かすための知恵を獲得できる。 

・自らの生き方を他者との対話の中でしっかりと伝える（説明する）ことがで

き、真摯に傾聴することができる。 

 

授業計画 

〈授業計画〉 

①あなたの「キャリア」について考え、そして探してみよう 

②社会状況を把握し、「今」を考える 

③企業が求める人材群を理解する 

④人事担当者の本音から考える 

⑤就職活動の流れと本質を理解する 

⑥興味・関心はコンテキスト（文脈）で理解する 

⑦自己表現法（１）～言葉や文字の成り立ち～ 

⑧自己表現法（２）～伝えることの工夫～ 

⑨自己表現法（３）～「説明」と「記述」の違い～ 

⑩自己表現法（４）～課題に沿ってフローチャートを書く～ 

⑪自己表現テスト 

⑫本物と出会う①（卒業生を招いて、仕事と社会を語り合う） 

⑬本物と出会う②（卒業生を招いて、仕事と社会を語り合う） 

⑭「進路を考えるＡ」～まとめ①～ 

⑮「進路を考えるＡ」～まとめ②～ 

履修上の 

注意及び 

準備学習 

（予習，復習 

について） 

①「進路を考えるＡ」及び「進路を考えるＢ」の継続履修を通じて就職能力

を高めてください。 

②４月のキャリア開発課ガイダンス及び本授業初回で授業計画と履修上の

注意を説明します。 

③本科目は自立した社会人としてキャリアを形成するための授業です。学

生のみなさんにも社会人としての自覚やルールを求めます。従って、事前

連絡のない遅刻や欠席は認めません。 

１０分以上の遅刻は欠席扱いとします。但し、受講は認めます。 

④あくまでも働く前の移行期です。“ハタ”が“ラク”になるよう、最低限のマナ

ーを守り、節度をもっ  て臨んでください。他者への気遣いを常に固持してく

ださい。 

⑤真剣に「自分と向き合い」、「社会と向き合い」たい人。次なるステージ

へ、労苦を惜しまない皆さん、共々に奮闘しましょう。   

成績評価 

方法及び 

試験方法 

皆さんの考えを out putする機会を出来る限り設けます。
そのための表現テスト、および前期末にこの前期授業内
容の中から筆記試験を実施します。 
評価の基準は以下の通りとなります。 
 ①出席点 ３０点 
 ②筆記試験及び平常点 ４０点 
 ③課題、レポート及び表現テスト ３０点 
 ④出席が２／３に満たない場合は、単位認定しませ
ん。 
あくまでも、社会人、職業人になるための授業であること
を忘れないでください。従って、上記評価の底流に、協
調性や責任感など、社会性の有無も当然含まれます。
可視化できるもの、出来ないもの、併せた評価になりま
す。 
無断欠席、遅刻及び基準に満たない提出物や課題未
提出はマイナス評価となります。 

教科書等 

その都度指示します。なお、授業はレジメを配布して行
います。 

備考 

 

 



（283532） 

科 目 名 進路を考えるＡ 

英文科目名 Career Development A 

教 員 名 新井 一央 

単 位 数 1 授業区分 選択 

年次配当 3 開講区分 
2013 年度 

前期 

授業概要 

及 び 

到達目標 

(１)問題意識 

  将来の進路に悩む学生はいつの時代も多い。わたし自身もその二十歳

代は夢の大きさと現実の能力不足の狭間でもがき、諦めたり、でもどこかで

自分の将来への楽観的な予測に寄りかかりながら、問題・課題解決を先送

りし、二進も三進も行かない状態の中で手当たり次第に周囲に当り散らしけ

んかを売り、確信のない虚勢を張っていたように思います。 

  「青年期」とはまさに、今まで“決断の先送り”を許されていた「モラトリア

ム」（猶予期間≒学生時代）に別れを告げて、自分の人生を大きく左右する

かもしれない“覚悟”とその決断に対する“責任”を自分自身から突きつけら

れて不安と期待が渾然一体となり「わかっちゃいるけど進めない」時期なの

かもしれません。 

(２)授業の目的 

 上記のような問題意識の下、進路選択の決断を間近に控えた皆さんに社

会人（人事担当者も含む）に対してきちんと“わたし”を語れる土台作りを通

して、就職活動を含む“社会人化”の準備を促すための本授業の目的を以

下の 3 点とします。 

①「わたし」と向き合い、「モラトリアム」をきちんと終了させる準備を整える。 

②「社会とわたし」、「社会と学問（芸術）」、「学問（芸術）とわたし」の関係を

考え語れるようにする。 

③ 自己表現手段として文章力と対話力の向上を図る。 

(３)授業の概要 

 ① 形式面：講義によるインプット、ワークによるアウトプットを基本構造としま

す。 

 ② 内容面：「社会の現実を知る」「自分の人生を振り返り、わたしのことを

自分のことばで語る」  

  「社会の現実を前に芸術を学んだわたしに何ができるかを語り合う」という

3 つの側面から構成し  

 ます。 

(４)到達目標 

① 自信を持って、自分の価値観を意見として主張できる。 

② 進路選択への覚悟を決める。 

③ 進路決定に向けて、課題を明確にし、課題解決のために行動を起こす。 

④ 自分で活動し体験を重ね、自分を語る自分の“ことば”を獲得する。 

⑤ グループコミュニケーション力を身につける。 

 

授業計画 

〈授業計画〉 

1．わたしたちが直面する課題 

  現代コミュニケーション論と分かるということ 

2．現代社会とクリエイティブ産業 

3．「文化を事業する」とはなにか 

4．企業分析の手法①ビジネス・ポートフォリオ 

5．企業分析の手法②SWOT 分析 

6．経済主体の企業とわたし 

7．キャリアをアイデンティティ発達として捉える 

8．わたしの半生を振り返る 

9．学問（芸術）との出会いと向き合い方を振り返る 

10.節目で捨てる生き方（トランジション論） 

11.分かるとはどういうことか 

12.本物と出会う（先輩との対話） 

13.持つこととあること（フロムに学ぶ） 

14.であることとすること（丸山真男に学ぶ） 

15.まとめと新たな始まり 

 

履修上の 

注意及び 

準備学習 

（予習，復習 

について） 

〈履修上の注意〉 

・「進路を考える A」と「進路を考える B」の継続履修を望みます。 

・4 月のキャリア開発課によるガイダンスと初回授業で改めて授業計画と履

修上の注意、成績評  

 価について説明します。 

・教室運営のなかにビジネスのルールを持ち込みます。詳細は初回授業で

説明します。 

・事前準備、授業への出席、授業内での活動、課題提出がセットです。 

 

成績評価 

方法及び 

試験方法 

〈成績評価〉 

本科目は成績評価試験を実施しません。 

評価は 

①出席点（意欲）：30 点 

②14 回分の提出課題あるいは授業内評価点（コミュニケーション力）：70

点 

を基準に実施します。 

 

教科書等 

〈テキスト・参考資料〉 
その都度指示します。 
なお、授業はレジュメを配布して行います。 
また、課題も授業の際に配布し、次の授業終了時に回
収します。 
 

備考 

 

 

 （283533） 

科 目 名 進路を考えるＡ 

英文科目名 Career Development A 

教 員 名 新井 一央 

単 位 数 1 授業区分 選択 

年次配当 3 開講区分 
2013 年度 

前期 

授業概要 

及 び 

到達目標 

(１)問題意識 

  将来の進路に悩む学生はいつの時代も多い。わたし自身もその二十歳

代は夢の大きさと現実の能力不足の狭間でもがき、諦めたり、でもどこかで

自分の将来への楽観的な予測に寄りかかりながら、問題・課題解決を先送

りし、二進も三進も行かない状態の中で手当たり次第に周囲に当り散らしけ

んかを売り、確信のない虚勢を張っていたように思います。 

  「青年期」とはまさに、今まで“決断の先送り”を許されていた「モラトリア

ム」（猶予期間≒学生時代）に別れを告げて、自分の人生を大きく左右する

かもしれない“覚悟”とその決断に対する“責任”を自分自身から突きつけら

れて不安と期待が渾然一体となり「わかっちゃいるけど進めない」時期なの

かもしれません。 

(２)授業の目的 

 上記のような問題意識の下、進路選択の決断を間近に控えた皆さんに社

会人（人事担当者も含む）に対してきちんと“わたし”を語れる土台作りを通

して、就職活動を含む“社会人化”の準備を促すための本授業の目的を以

下の 3 点とします。 

①「わたし」と向き合い、「モラトリアム」をきちんと終了させる準備を整える。 

②「社会とわたし」、「社会と学問（芸術）」、「学問（芸術）とわたし」の関係を

考え語れるようにする。 

③ 自己表現手段として文章力と対話力の向上を図る。 

(３)授業の概要 

 ① 形式面：講義によるインプット、ワークによるアウトプットを基本構造とし

ます。 

 ② 内容面：「社会の現実を知る」「自分の人生を振り返り、わたしのことを

自分のことばで語る」  

  「社会の現実を前に芸術を学んだわたしに何ができるかを語り合う」という

3 つの側面から構成し  

 ます。 

(４)到達目標 

① 自信を持って、自分の価値観を意見として主張できる。 

② 進路選択への覚悟を決める。 

③ 進路決定に向けて、課題を明確にし、課題解決のために行動を起こ

す。 

④ 自分で活動し体験を重ね、自分を語る自分の“ことば”を獲得する。 

⑤ グループコミュニケーション力を身につける。 

 

授業計画 

〈授業計画〉 

1．わたしたちが直面する課題 

  現代コミュニケーション論と分かるということ 

2．現代社会とクリエイティブ産業 

3．「文化を事業する」とはなにか 

4．企業分析の手法①ビジネス・ポートフォリオ 

5．企業分析の手法②SWOT 分析 

6．経済主体の企業とわたし 

7．キャリアをアイデンティティ発達として捉える 

8．わたしの半生を振り返る 

9．学問（芸術）との出会いと向き合い方を振り返る 

10.節目で捨てる生き方（トランジション論） 

11.分かるとはどういうことか 

12.本物と出会う（先輩との対話） 

13.持つこととあること（フロムに学ぶ） 

14.であることとすること（丸山真男に学ぶ） 

15.まとめと新たな始まり 

 

履修上の 

注意及び 

準備学習 

（予習，復習 

について） 

〈履修上の注意〉 

・「進路を考える A」と「進路を考える B」の継続履修を望みます。 

・4 月のキャリア開発課によるガイダンスと初回授業で改めて授業計画と履

修上の注意、成績評  

 価について説明します。 

・教室運営のなかにビジネスのルールを持ち込みます。詳細は初回授業で

説明します。 

・事前準備、授業への出席、授業内での活動、課題提出がセットです。 

 

成績評価 

方法及び 

試験方法 

〈成績評価〉 

本科目は成績評価試験を実施しません。 

評価は 

①出席点（意欲）：30 点 

②14 回分の提出課題あるいは授業内評価点（コミュニケーション力）：70

点 

を基準に実施します。 

 

教科書等 

〈テキスト・参考資料〉 
その都度指示します。 
なお、授業はレジュメを配布して行います。 
また、課題も授業の際に配布し、次の授業終了時に回
収します。 
 

備考 

 

 



（283534） 

科 目 名 進路を考えるＡ 

英文科目名 Career Development A 

教 員 名 新井 一央 

単 位 数 1 授業区分 選択 

年次配当 3 開講区分 
2013 年度 

前期 

授業概要 

及 び 

到達目標 

(１)問題意識 

  将来の進路に悩む学生はいつの時代も多い。わたし自身もその二十歳

代は夢の大きさと現実の能力不足の狭間でもがき、諦めたり、でもどこかで

自分の将来への楽観的な予測に寄りかかりながら、問題・課題解決を先送

りし、二進も三進も行かない状態の中で手当たり次第に周囲に当り散らしけ

んかを売り、確信のない虚勢を張っていたように思います。 

  「青年期」とはまさに、今まで“決断の先送り”を許されていた「モラトリア

ム」（猶予期間≒学生時代）に別れを告げて、自分の人生を大きく左右する

かもしれない“覚悟”とその決断に対する“責任”を自分自身から突きつけら

れて不安と期待が渾然一体となり「わかっちゃいるけど進めない」時期なの

かもしれません。 

(２)授業の目的 

 上記のような問題意識の下、進路選択の決断を間近に控えた皆さんに社

会人（人事担当者も含む）に対してきちんと“わたし”を語れる土台作りを通

して、就職活動を含む“社会人化”の準備を促すための本授業の目的を以

下の 3 点とします。 

①「わたし」と向き合い、「モラトリアム」をきちんと終了させる準備を整える。 

②「社会とわたし」、「社会と学問（芸術）」、「学問（芸術）とわたし」の関係を

考え語れるようにする。 

③ 自己表現手段として文章力と対話力の向上を図る。 

(３)授業の概要 

 ① 形式面：講義によるインプット、ワークによるアウトプットを基本構造としま

す。 

 ② 内容面：「社会の現実を知る」「自分の人生を振り返り、わたしのことを

自分のことばで語る」  

  「社会の現実を前に芸術を学んだわたしに何ができるかを語り合う」という

3 つの側面から構成し  

 ます。 

(４)到達目標 

① 自信を持って、自分の価値観を意見として主張できる。 

② 進路選択への覚悟を決める。 

③ 進路決定に向けて、課題を明確にし、課題解決のために行動を起こす。 

④ 自分で活動し体験を重ね、自分を語る自分の“ことば”を獲得する。 

⑤ グループコミュニケーション力を身につける。 

 

授業計画 

〈授業計画〉 

1．わたしたちが直面する課題 

  現代コミュニケーション論と分かるということ 

2．現代社会とクリエイティブ産業 

3．「文化を事業する」とはなにか 

4．企業分析の手法①ビジネス・ポートフォリオ 

5．企業分析の手法②SWOT 分析 

6．経済主体の企業とわたし 

7．キャリアをアイデンティティ発達として捉える 

8．わたしの半生を振り返る 

9．学問（芸術）との出会いと向き合い方を振り返る 

10.節目で捨てる生き方（トランジション論） 

11.分かるとはどういうことか 

12.本物と出会う（先輩との対話） 

13.持つこととあること（フロムに学ぶ） 

14.であることとすること（丸山真男に学ぶ） 

15.まとめと新たな始まり 

 

履修上の 

注意及び 

準備学習 

（予習，復習 

について） 

〈履修上の注意〉 

・「進路を考える A」と「進路を考える B」の継続履修を望みます。 

・4 月のキャリア開発課によるガイダンスと初回授業で改めて授業計画と履

修上の注意、成績評  

 価について説明します。 

・教室運営のなかにビジネスのルールを持ち込みます。詳細は初回授業で

説明します。 

・事前準備、授業への出席、授業内での活動、課題提出がセットです。 

 

成績評価 

方法及び 

試験方法 

〈成績評価〉 

本科目は成績評価試験を実施しません。 

評価は 

①出席点（意欲）：30 点 

②14 回分の提出課題あるいは授業内評価点（コミュニケーション力）：70

点 

を基準に実施します。 

 

教科書等 

〈テキスト・参考資料〉 

その都度指示します。 

なお、授業はレジュメを配布して行います。 

また、課題も授業の際に配布し、次の授業終了時に回収します。 

 

備考 

 

 

 （283541） 

科 目 名 進路を考えるＢ 

英文科目名 Career Development B 

教 員 名 安部 博文 

単 位 数 1 授業区分 選択 

年次配当 3 開講区分 
2013 年度 

後期 

授業概要 

及 び 

到達目標 

〈授業の目的〉 
「進路を考えるＡ」で得た知識と知恵を具体的にどう活か
すか、その展開を考えていきます。就職という人生の岐
路、あるいは障壁を超えることだけでなく、これからの人
生全体も視野に入れながら、未来を創造していきましょ
う。 
〈授業概要〉 
一般常識は、社会人になるための大切な要件です。ま
た、他者との関係性が問われる情動指数（ＥＱ＝心の知
能指数）もまた欠かせないな要件といえます。求められ
るスキルに対して、ロールプレイングや対話形式、プレゼ
ンテーションなどを通し、実践的な能力を養成します。 
〈到達目標〉 
・社会人として自立し、現実の向き合い、しっかりと働こう
と思う心構えを獲得できる。 
・様々な企業に対する理解、そして共感をもって、就職
活動を展開できる。 
・いかなる場においても自己を他者に説明でき、真摯に
環境と向き合うことができる。 
・地道に、前向きに就職という節目と向き合うことが出来
る。 
 

授業計画 

〈授業計画〉 
①企業選択のための情報収集 
②コミュニケーションのための一般常識① 
③コミュニケーションのための一般常識② 
④一般常識模擬試験演習 
⑤一般常識模擬試験演習フォローアップ講座 
⑥ＳＰＩ２模擬試験演習 
⑦ＳＰＩ２模擬試験演習フォローアップ講座 
⑧企業研究①（共感と理解） 
⑨企業研究②（共感と理解） 
⑩企業研究③（共感と理解） 
⑪企業研究④（共感と理解） 
⑫個人面接対策演習（評価とロールプレイ） 
⑬集団面接対策演習（評価とロールプレイ） 
⑭グループディスカッション（評価とロールプレイ） 
⑮「進路を考えるＢ」まとめ 

履修上の 

注意及び 

準備学習 

（予習，復習 

について） 

①「進路を考えるＡ」及び「進路を考えるＢ」の継続履修
を通じて就職能力を高めてください。 
②本授業初回で授業計画と履修上の注意を説明しま
す。 
③本科目は自立した社会人としてキャリアを形成するた
めの授業です。学生のみなさんにも社会 人としての自
覚やルールを求めます。従って、事前連絡のない遅刻
や欠席は認められません。 
１０分以上の遅刻は欠席扱いとします。但し、受講は認
めます。 
④あくまでも働く前の移行期です。“ハタ”が“ラク”になる
よう、最低限のマナーを守り、節度をもっ て臨んでくださ
い。他者への気遣いを常に固持してください。 
⑤真剣に「自分と向き合い」、「社会と向き合い」たい人。
次なるステージへ、労苦を惜しまない皆 
さん、共々に奮闘しましょう。   

成績評価 

方法及び 

試験方法 

皆さんの考えを out put する機会を出来る限り設けます。そのための表現テ

スト、および前期末にこの前期授業内容の中から筆記試験を実施します。 

評価の基準は以下の通りとなります。 

 ①出席点 ３０点 

 ②筆記試験及び平常点 ４０点 

 ③課題、レポート及び表現テスト ３０点 

 ④出席が２／３に満たない場合は、単位認定しません。 

あくまでも、社会人、職業人になるための授業であることを忘れないでくださ

い。従って、上記評価の底流に、協調性や責任感など、社会性の有無も当

然含まれます。可視化できるもの、出来ないもの、併せた評価になります。 

無断欠席、遅刻及び基準に満たない提出物や課題未提出はマイナス評価

となります。 

教科書等 

その都度指示します。なお、授業はレジメを配布して行
います。 

備考 

 

 



（283542） 

科 目 名 進路を考えるＢ 

英文科目名 Career Development B 

教 員 名 新井 一央 

単 位 数 1 授業区分 選択 

年次配当 3 開講区分 
2013 年度 

後期 

授業概要 

及 び 

到達目標 

(1)問題意識 
  文部科学省と厚生労働省の発表によると、2013 年 3
月卒業予定者の就職内定率は前年同期比で 3.1 ポイン
ト上昇としています。しかし、それは人材不足気味の中小
企業に学生の目が向き始めたためで、決して企業の求
める人材像の枠組みが緩んだわけではありません。学卒
者に求められる能力は、グローバル経済のなかで今後も
ますます高度化すると考えられます。 
(2)授業の目的 
 そこで本授業は「進路を考える A」で獲得したであろう
“自分のことば”を土台として、就職活動の流れを認識
し、各局面で必要とされる能力の向上を飛躍的に伸ば
し、就職活動での成功を導く考え方とスキルを体験しな
がら身につけることを目的とします。 
(3)授業の概要 
 基本的なエクササイズやロールプレイ、グループワーク
を繰り返し実施して徹底的にスキルの向上に努めます。 
(4)到達目標 
① 自分で就職情報や就職活動をコントロールできる。 
② 合同企業説明会や会社説明会に明るく積極的に参
加できる。 
③ 人事担当者と豊かなコミュニケーションがとれる。 
④ 就職活動への苦手意識を払拭し、目標に向けて計
画的に実行できる。 
⑤ 就職活動を通じて自分を成長させるという意識を持
つ。 
 

授業計画 

〈授業計画〉 
1．就職活動の流れを理解する 
2．SPI２模擬試験演習 
3．SPI２模擬試験フォローアップ講座 
4．一般常識模擬試験演習 
5．一般常識模擬試験フォローアップ講座 
6．応募書類の書き方①（主張文としての応募書類の構
造） 
7．応募書類の書き方②（マップ作り） 
8．応募書類の書き方③（アウトライン作り） 
9．グループワーク 
10.グループディスカッション 
11.企業説明会の受け方・質問の内容 
12.面接の受け方（マナー） 
13.面接の受け方（集団面接） 
14.面接の受け方（個人面接） 
15.就職活動計画（ふり返りと新たな始まり） 
 

履修上の 

注意及び 

準備学習 

（予習，復習 

について） 

〈履修上の注意〉 
・「進路を考える A」と「進路を考える B」の継続履修を望
みます。 
・初回授業で改めて授業計画と履修上の注意、成績評
価について説明します。 
・教室運営のなかにビジネスのルールを持ち込みます。
詳細は初回授業で説明します。 
・事前準備、授業への出席、授業内での活動、課題提
出がセットです。 
 

成績評価 

方法及び 

試験方法 

〈成績評価〉 
本科目は成績評価試験を実施しません。 
評価は 
①出席点（意欲）：30 点 
②14 回分の提出課題あるいは授業内評価点（コミュニ
ケーション力）：70 点 
を基準に実施します。 
 

教科書等 

〈テキスト・参考資料〉 
その都度指示します。 
なお、授業はレジュメを配布して行います。 
また、課題も授業の際に配布し、次の授業終了時に回
収します。 
 

備考 

 

 

 （283543） 

科 目 名 進路を考えるＢ 

英文科目名 Career Development B 

教 員 名 新井 一央 

単 位 数 1 授業区分 選択 

年次配当 3 開講区分 
2013 年度 

後期 

授業概要 

及 び 

到達目標 

(1)問題意識 
  文部科学省と厚生労働省の発表によると、2013 年 3
月卒業予定者の就職内定率は前年同期比で3.1ポイン
ト上昇としています。しかし、それは人材不足気味の中小
企業に学生の目が向き始めたためで、決して企業の求
める人材像の枠組みが緩んだわけではありません。学卒
者に求められる能力は、グローバル経済のなかで今後も
ますます高度化すると考えられます。 
(2)授業の目的 
 そこで本授業は「進路を考える A」で獲得したであろう
“自分のことば”を土台として、就職活動の流れを認識
し、各局面で必要とされる能力の向上を飛躍的に伸ば
し、就職活動での成功を導く考え方とスキルを体験しな
がら身につけることを目的とします。 
(3)授業の概要 
 基本的なエクササイズやロールプレイ、グループワーク
を繰り返し実施して徹底的にスキルの向上に努めます。 
(4)到達目標 
① 自分で就職情報や就職活動をコントロールできる。 
② 合同企業説明会や会社説明会に明るく積極的に参
加できる。 
③ 人事担当者と豊かなコミュニケーションがとれる。 
④ 就職活動への苦手意識を払拭し、目標に向けて計
画的に実行できる。 
⑤ 就職活動を通じて自分を成長させるという意識を持
つ。 
 

授業計画 

〈授業計画〉 
1．就職活動の流れを理解する 
2．SPI２模擬試験演習 
3．SPI２模擬試験フォローアップ講座 
4．一般常識模擬試験演習 
5．一般常識模擬試験フォローアップ講座 
6．応募書類の書き方①（主張文としての応募書類の構
造） 
7．応募書類の書き方②（マップ作り） 
8．応募書類の書き方③（アウトライン作り） 
9．グループワーク 
10.グループディスカッション 
11.企業説明会の受け方・質問の内容 
12.面接の受け方（マナー） 
13.面接の受け方（集団面接） 
14.面接の受け方（個人面接） 
15.就職活動計画（ふり返りと新たな始まり） 
 

履修上の 

注意及び 

準備学習 

（予習，復習 

について） 

〈履修上の注意〉 
・「進路を考える A」と「進路を考える B」の継続履修を望
みます。 
・初回授業で改めて授業計画と履修上の注意、成績評
価について説明します。 
・教室運営のなかにビジネスのルールを持ち込みます。
詳細は初回授業で説明します。 
・事前準備、授業への出席、授業内での活動、課題提
出がセットです。 
 

成績評価 

方法及び 

試験方法 

〈成績評価〉 
本科目は成績評価試験を実施しません。 
評価は 
①出席点（意欲）：30 点 
②14 回分の提出課題あるいは授業内評価点（コミュニ
ケーション力）：70 点 
を基準に実施します。 
 

教科書等 

〈テキスト・参考資料〉 
その都度指示します。 
なお、授業はレジュメを配布して行います。 
また、課題も授業の際に配布し、次の授業終了時に回
収します。 
 

備考 

 

 



（283544） 

科 目 名 進路を考えるＢ 

英文科目名 Career Development B 

教 員 名 新井 一央 

単 位 数 1 授業区分 選択 

年次配当 3 開講区分 
2013 年度 

後期 

授業概要 

及 び 

到達目標 

(1)問題意識 
  文部科学省と厚生労働省の発表によると、2013 年 3
月卒業予定者の就職内定率は前年同期比で 3.1 ポイン
ト上昇としています。しかし、それは人材不足気味の中小
企業に学生の目が向き始めたためで、決して企業の求
める人材像の枠組みが緩んだわけではありません。学卒
者に求められる能力は、グローバル経済のなかで今後も
ますます高度化すると考えられます。 
(2)授業の目的 
 そこで本授業は「進路を考える A」で獲得したであろう
“自分のことば”を土台として、就職活動の流れを認識
し、各局面で必要とされる能力の向上を飛躍的に伸ば
し、就職活動での成功を導く考え方とスキルを体験しな
がら身につけることを目的とします。 
(3)授業の概要 
 基本的なエクササイズやロールプレイ、グループワーク
を繰り返し実施して徹底的にスキルの向上に努めます。 
(4)到達目標 
① 自分で就職情報や就職活動をコントロールできる。 
② 合同企業説明会や会社説明会に明るく積極的に参
加できる。 
③ 人事担当者と豊かなコミュニケーションがとれる。 
④ 就職活動への苦手意識を払拭し、目標に向けて計
画的に実行できる。 
⑤ 就職活動を通じて自分を成長させるという意識を持
つ。 
 

授業計画 

〈授業計画〉 
1．就職活動の流れを理解する 
2．SPI２模擬試験演習 
3．SPI２模擬試験フォローアップ講座 
4．一般常識模擬試験演習 
5．一般常識模擬試験フォローアップ講座 
6．応募書類の書き方①（主張文としての応募書類の構
造） 
7．応募書類の書き方②（マップ作り） 
8．応募書類の書き方③（アウトライン作り） 
9．グループワーク 
10.グループディスカッション 
11.企業説明会の受け方・質問の内容 
12.面接の受け方（マナー） 
13.面接の受け方（集団面接） 
14.面接の受け方（個人面接） 
15.就職活動計画（ふり返りと新たな始まり） 
 

履修上の 

注意及び 

準備学習 

（予習，復習 

について） 

〈履修上の注意〉 
・「進路を考える A」と「進路を考える B」の継続履修を望
みます。 
・初回授業で改めて授業計画と履修上の注意、成績評
価について説明します。 
・教室運営のなかにビジネスのルールを持ち込みます。
詳細は初回授業で説明します。 
・事前準備、授業への出席、授業内での活動、課題提
出がセットです。 
 

成績評価 

方法及び 

試験方法 

〈成績評価〉 
本科目は成績評価試験を実施しません。 
評価は 
①出席点（意欲）：30 点 
②14 回分の提出課題あるいは授業内評価点（コミュニ
ケーション力）：70 点 
を基準に実施します。 
 

教科書等 

〈テキスト・参考資料〉 
その都度指示します。 
なお、授業はレジュメを配布して行います。 
また、課題も授業の際に配布し、次の授業終了時に回
収します。 
 

備考 
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