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【２学科共通】（改善意見） 国際貢献学部 グローバルスタディーズ学科 

１．＜第一次審査意見１（１）の回答について＞ 

国際貢献に関するコアとなる科目として「Global Engagement」を追加していることについて、授業の

内容として明らかに国際貢献に整合しない内容が含まれている。科目全体の内容や目的が国際貢

献にふさわしくなるよう科目を修正し、教育内容に適した専任教員を配置すること。 

（科目開設まで） 

 

（対応） 

今回、指摘を受けた「授業の内容として明らかに国際貢献に整合しない内容」とは、教員審査

で「保留」となった教員の担当部分であると理解したので、この部分については削除する。そし

て、授業はオムニバス形式ではなく、6 月補正申請の教員で「可」となった専任教員が全体を担

当することとする。 

科目内容については、「国際貢献」（Global Engagement）の対象となる人類共通の主要な諸問

題について、（1）どのような問題が人類共通の問題として存在しているのかを理解し説明できる

こと、（2）それらの諸問題を理解するにあたりどのような学問を用いたアプローチや分析方法が

可能なのかを理解し説明できること、（3）それらの諸問題に対して諸学問を用いてどのような解

決手法の提案が可能なのかを理解し説明できること、以上 3つの能力を学生が身につけることを

到達目標とする。具体的には、国連が提唱している持続可能な開発に関する 17の目標、例えば、

平和構築・紛争解決、貧困・飢餓問題、人権問題、市場の力を利用した国際貢献等に関わる様々

な人類共通の問題を扱い、それら諸問題に対しいかなる学問分野からの分析や解決法の提案が可

能か、国際関係論、法学、地球環境学、経済学、経営学、統計学などの具体的な活用のされ方を

学生に学ばせる。また、実際の世界でどのような貢献がなされているのかについて、その可能性

を講師との対話や受講生間の議論を導入しつつ学生に考えさせるものとする。幾つかの主題に関

してはその主題を専門的な研究領域・実践領域とするゲスト講師を招聘するが、講義内容につい

て、対象となる問題と、その分析や解決に活用される学問分野との関連性についての解説を交え

るよう、事前にゲスト講師とその内容を相談する。 

国際貢献学部は「世界で起きている事象を国民国家の枠組みを超えたグローバルな視点から捉

え、学問知と経験知を総合した能力を修得して社会や組織の課題を解決し、人類共通の利益に資

する諸変化をもたらすことによってグローバル社会に貢献できる人材を育成すること」を目指す

ものである。この科目は、「国民国家の枠組みを超えたグローバルな視点」、特に人間同士の協

働という視点や、「人類共通の利益」とは何かと考え、認識し、それにいかに貢献するかを、本

学部での学習の始まりにおいて全ての学生一人一人に考えさせる重要な機能を果たすものとなる。 

また、国際貢献学部では、学際的研究領域としての「国際貢献学」の構築を目指している。現

在人類共通のグローバルな諸問題（国連が提唱している持続可能な開発に関する 17の目標、例え

ば、平和構築・紛争解決、貧困・飢餓問題、人権問題、市場の力を利用した国際貢献等に関する

問題）を、様々なアクター（国際機関、国民国家、NGO・NPO、企業、メディア、研究機関、一般

市民等）が様々な活動を通して解決・軽減を目指している。こうしたグローバルな諸問題に対し

ていかなる学問知がいかなる手法で活用され、問題解決に役立てられているかを反省的に捉え、

その在り方を描き出すと同時に、学問知の実践的な活用の効果性を更に高めるような手法や取組

みの在り方について、学際的に探究を進めることが、本学が構築を目指す「国際貢献学」である。 



 

そこには、学問知と経験知とを総合し人類共通の利益に資する活動に参画しようとする人間主体

の在り方や意識・行動特性、及びそのような主体の育成手法に関する学際的探究も含まれること

となる。   

本学部に所属する教員の専門分野は、法学・政治学・経済学・経営学・国際関係学・哲学・倫

理学・社会学・観光学・文学など多岐にわたる。本学部が構築を目指す「国際貢献学」の探究に

資するべく、様々な学問分野を専門とする学部所属教員全員が参加する「国際貢献学研究会」を

定期的に開催し、教育・研究内容に関する情報共有や意見交換を行うと共に、様々な専門分野の

教員が参加する学際的な共同研究を推進する。それにより、「国際貢献学」構築に向けた学際的

な視点・観点の探求がより期待できると考えている。 

以上のとおり、「Global Engagement」の科目全体の内容修正により、「授業科目の概要」、「設置の趣旨

を記載した書類」、「グローバルスタディーズ学科のカリキュラムマップ」、「教員名簿[教員の氏名等]」を修

正し、シラバスを明示する。 

 

（新旧対照表）「授業科目の概要」（グローバルスタディーズ学科１ページ） 

新 旧 

科 目

区分 

授業科目

の名称 

講義等の内容 

備考＜削除＞ 

講義等の内容 

備考（オムニバス形式） 

 

専

門

科

目 

 

コ 

ア 

科 

目 

Global 

Engagement 

 

授業ではまず「国際貢献」（Global 

Engagement）の定義や歴史、それに

関わる様々なアクター、国際機構の

役割等の基礎的知識を学ぶ。その

後、人類共通の主要な諸問題である

「持続可能な開発目標」、「平和構

築・紛争解決」「貧困・飢餓問題」、

「環境ガバナンス」、「人権」、「市場

の力を通した国際貢献」等につい

て、いかなる学問分野からの分析や

解決法の提案が可能か、国際関係

論、法学、地球環境学、経済学、経

営学、統計学などの具体的な活用の

され方を学び、また、実際の世界で

どのような貢献がなされているの

かについて、その可能性を講師との

対話や受講生間の議論を交え考え

ていく。また、幾つかの主題に関し

てはその主題を専門的な研究領

域・実践領域とするゲスト講師を招

聘し、講義を通して理解を深めてい

く。 

 

国際貢献学部のゴールである「グ

ローバル市民」、すなわち「人をお

もいやる力」、「たくましく生きる

力」、「社会とかかわる力」を身につ

けた人材の育成に向け、この授業で

は、国際貢献（Global Engagement）

の基礎的知識、理論、手法について

様々な学生同士の議論を経ながら

展開していく。 

グローバルスタディーズ学科に

おいては国際協力やグローバルビ

ジネスを通して、グローバル観光学

科においては観光政策そして観光

ビジネスを通して国際貢献を実現

していくための基礎となる授業で

ある。国内外の多様な地域社会にお

ける、政治・ビジネス・法律、言語

や文化、歴史・地理、そして環境・

ジェンダーなどの様々な「境界」を

まず理解し、その境界を超えていく

ための理論や手法について展開し

ていく。 

授業はオムニバス形式とし、２名
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の専任教員が担当する。 

(オムニバス方式／全 14回） 

 

（② 宮口貴彰／9回） 

グローバルな貢献という点から

は、特に 20世紀末頃から一方的な

インフラなどの支援にとどまらず、

教育、社会、環境、文化、地域コミ

ュニティが健全に形成されていく

ことで持続可能な発展が達成でき

ることが理解されるようになった

世界情勢や学説について理解する

とともに、国際貢献の実践的なプロ

セス、その手法、多様な価値観を受

けいれる心得について学ぶ。あらゆ

る事象に対して複眼的視点を持つ

ことは後の学生生活や人生におい

て重要なベースであり、主観的束縛

から解放され、他者像を構築するこ

とで補完的に自己像を獲得できる

ようにする。具体的なテーマ別に

は、政府が行う ODA（政府開発援助）

を中心とする貢献、経済発展に伴う

土壌・水質・大気の汚染を食い止め

るべく技術的・制度的な協力を行う

面での貢献、紛争後の復興支援・平

和構築や PKO（平和維持活動）など

の平和協力による貢献、貿易・産

業・投資のつながりによって持続可

能な経済発展を促す形での貢献、公

正な賃金や市場価格で雇用・取引が

行われるような制度作りをするた

めの法・制度面での貢献、少数民

族・女性や子供・難民などの社会的

少数者の人権や尊厳を守る面での

貢献など、国際貢献に関わる諸様相

の近年の現状と主要な課題につい

て、具体的な例や講師の経験を交え

て理解を深める。 
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（③ 5回） 

観光を通した地域貢献の点から

は、観光が環境、文化、地域生活の

保護、成長に貢献すると考えるよう

になった社会的背景を学び、地域貢

献への実践過程をその手法ととも

に学ぶ。国際協力の分野では従来の

ハード整備から、ソフト部門への貢

献が注目され、その中でも期待され

る観光資源の保全育成や環境整備、

観光客を受け入れるしくみづくり

について学ぶ。観光は様々なものを

つなぐ機能を有しており、この機能

と力が、デジタル化し細分化された

社会に再びコミュニケーションと

コミュニティを創造させる。観光は

相互の敬意と信頼を生み出す装置

として大いに貢献する。グローバル

化する故に埋没する地域や国の文

化を外部からのまなざし（観光のま

なざし）によって個性あるものとし

て再認識し、地域に対する誇りを呼

び起こさせることは観光が果たす

国際貢献・地域貢献の重要な役割で

あることを理解し、その手法ととも

に学んでいく。 

 

（新旧対照表）「設置の趣旨を記載した書類」（2～3ページ） 

新 旧 

1．設置の趣旨及び必要性 

（2）京都外国語大学国際貢献学部の必要性 

（中略） 

国際貢献学部では、学際的研究領域として

の「国際貢献学」の構築を目指している。現

在人類共通のグローバルな諸問題（国連が提

唱している持続可能な開発に関する 17 の目

標、例えば、平和構築・紛争解決、貧困・飢

餓問題、人権問題、市場の力を利用した国際

貢献等に関する問題）を、様々なアクター（国

際機関、国民国家、NGO・NPO、企業、メディ

1．設置の趣旨及び必要性 

（2）京都外国語大学国際貢献学部の必要性 

（中略） 

 （追加） 
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な開発に関する 17の目標、例えば平和構築、

環境保護、貧困、人権、市場を通した国際貢

献等に関わる諸問題）に関する広い認識を持

ち、その解決への志と学問知の活用手法を携

え、各自が実際に身を置くローカルなコミュ

ニティ（地域・企業・大学等）での様々な取

組みに「グローバルな諸問題の解決に責任あ

る主体」として参画（engagement） する人

材の育成を以て、国際貢献を行う主体の育成

と捉える。これは即ち、環境問題等の文脈で

言及されてきた、“ think globally, act 

locally” を実践できる主体の育成とも言え

る。 

 

 

（新旧対照表）「設置の趣旨を記載した書類」（5ページ） 

新 旧 

2．学部・学科等の特色 

（2）教育内容の特色 

（中略） 

Community Engagementには図 1のように二

つの役割がある。一つは、多言語の外国語教

育とリベラル・アーツ教育を橋渡しし、両者

をしっかりとつなぎ合わせるブリッジの役

割である。もう一つは、「座学」と「実践型

学習」の橋渡しである。学内での「座学」を

通して得た語学力やリベラル・アーツ教育の

成果を国内外で活用・「実践」する機会を提

供する。 

 

2．学部・学科等の特色 

（2）教育内容の特色 

（中略） 

 Community Engagementには図 1のように二つ

の役割がある。一つは、多言語の外国語教育と

教養教育を橋渡しし、両者をしっかりとつなぎ

合わせるブリッジの役割である。もう一つは、

「座学」と「実践型学習」の橋渡しである。学

内での「座学」を通して得た語学力や教養教育

の成果を国内外で活用・「実践」する機会を提供

する。 

 

 

（新旧対照表）「設置の趣旨を記載した書類」（8ページ） 

新 旧 

4. 教育課程の編成の考え方及び特色 

（1） 教育課程の編成の考え方 

（中略) 

ア. グローバルスタディーズ学科の教育課

程編成の方針（カリキュラム・ポリシー） 

（中略) 

【教育内容】 

4. 教育課程の編成の考え方及び特色 

（1） 教育課程の編成の考え方 

（中略) 

ア. グローバルスタディーズ学科の教育課程編

成の方針（カリキュラム・ポリシー） 

（中略) 

【教育内容】 
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カリキュラムは大別して「専門科目」「外

国語科目」「教養科目」で構成し、学部・学

科横断型の日本学インスティテュート科目

も配置する。専門科目は、コア科目・コース

科目（国際協力・グローバルビジネス）・コ

ース共通科目・英語/日本語演習科目で構成

する。 

まず、学部共通の必修のコア科目として

「国民国家の枠組みを超えたグローバルな

視点」、特に人間同士の協働という視点や、

「人類共通の利益」とは何かと考え、認識し、

それにいかに貢献するかを、本学部での学修

の始まりにおいて全ての学生一人一人に考

えさせるために「Global Engagement」を１

年次前期に配置する。 

 

カリキュラムは大別して「専門科目」「外国語

科目」「教養科目」で構成し、学部・学科横断型

の日本学インスティテュート科目も配置する。

専門科目は、コア科目・コース科目（国際協力・

グローバルビジネス）・コース共通科目・英語/

日本語演習科目で構成する。 

まず、学部共通の必修のコア科目として真の

国際貢献（Global Engagement）の意義、重要性、

そしてその行為主体である「グローバル市民」

とは何かを理解し、市民社会の一員として、よ

りコミュニティに根ざした貢献（Engagement）

を実現するための理論や方法・手法を理解する

ための「Global Engagement」を１年次前期に配

置する。 

 

（新旧対照表）「設置の趣旨等を記載した書類」添付資料 3「グローバルスタディーズ学科のカリ

キュラムマップ」（1ページ） 

新 旧 

授業科目名 到達目標 到達目標 

Global 

Engagement 

「国際貢献」（Global Engagement)の対象とな

る人類共通の主要な諸問題について、次の 3

つの能力を身につけること到達目標とする。 

（1）どのような問題が人類共通の問題として

存在しているのかを理解し説明できること 

（2）それらの諸問題を理解するにあたりどの

ような学問を用いたアプローチや分析方法

が可能なのかを理解し説明できること 

（3）それらの諸問題に対して諸学問を用いて

どのような解決手法の提案が可能なのかを

理解し説明できること 

国際貢献（Global Engagement）の

基礎的知識、理論、手法を理解す

る。 

 

（新旧対照表）「教員名簿[教員の氏名等]」（1ページ） 

新 旧 

＜別紙資料 9＞参照 ＜別紙資料 9＞参照 
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ミヤグチ タカアキ

宮口 貴彰

Miyaguchi Takaaki

国際貢献学部　グローバルスタディーズ学科　専門科目　コア科目（必修）

科目名 Global Engagement

能力要素 メイン 思考力・判断力

サブ 問題発見力・解決力

使用する言語

到達目標

講義題目

授業内容・計画

主な予定項目 第１週 第1週 国際貢献とは何か？－日本と世界の繋がり、世界の諸問題とその分析・解決方法の紹介

第２週 第2週 国際貢献のアクターとその貢献の類型－二国間・多国間・非政府組織を通した国際貢献

第３週 第3週 日本の戦後の国際貢献の歴史と特徴

第４週 第4週 国際機構の役割と貢献－国際基準・制度づくり（国際関係・国際法・人権）

第５週 第5週 持続可能な開発目標（SDGs）とは－各分野における世界の課題（国際関係・国際法・人権）

第６週
第6週 平和構築・紛争解決（国際関係論・安全保障論）
　　　　　ゲスト講師　中内政貴　大阪大学大学院国際公共政策研究科　准教授　（大阪大学
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　国際公共政策博士）

第７週
第7週 経済的な側面からみた貧困・飢餓問題（マクロ経済・貿易論・開発経済学）
　　　　　ゲスト講師　藤本茂　金沢大学准教授（京都大学経済学博士）

第８週 第8週 環境的側面からみた貧困・飢餓問題（地球環境学）

第９週 第9週 環境ガバナンス（統治）の持つ役割と重要性（地球環境学）

第１０週
第10週 人権問題－社会的少数者へのフォーカス（国際法・人権）
　　　　　ゲスト講師　菅原絵美　大阪経済法科大学准教授（大阪大学国際公共政策博士）

第１１週
第11週 市場の力を利用した国際貢献－企業の社会責任（CSR）・BOPビジネスモデル（ビジネ
　　　　　ス ・経営学）　　ゲスト講師　　Dari K 株式会社　代表取締役　吉野慶一

第１２週 第12週 非政府組織の役割とその貢献－企業・NGO/NPO・科学者（国際関係）

第１３週 第13週 貢献の効果の測り方－“What Works?”（プログラム評価・統計）

第１４週 第14週 世界をどう見てどう貢献していくのか？（社会科学全般）

授業についての留意点

評価基準

教科書

参考文献

評価方法

英語50％・日本語50％

1. Baylis, J, Smith, S. and Owens, P. (2017). The Globalization of World Politics: An Introduction to
International Relations. Oxford: Oxford University Press
2. Allen, R. (2011). Global Economic History: A Very Short Introduction. Oxford: Oxford University Press
3. Dasgupta, P. (2007). Economics: A Very Short Introduction. Oxford: Oxford University Press.
4. Smith, S. (2011). Environmental Economics: A Very Short Introduction. Oxford: Oxford University Press.
5. Collier, P. (2008). The Bottom Billion: Why the Poorest Countries are Failing and What Can Be Done About
It. Oxford: Oxford University Press
6. Banerjee, A. And Duflo, E. (2012). Poor Economics: A Radical Rethinking of the Way to Fight Global
Poverty. New York: PublicAffairs.

平常試験

「国際貢献」（Global Engagement)の対象となる人類共通の主要な諸問題について、次の３つの能力を身につける
こと到達目標とする。
　（1）どのような問題が人類共通の問題として存在しているのかを理解し説明できること
　（2）それらの諸問題を理解するにあたりどのような学問を用いたアプローチや分析方法が可能なのかを理解し
　　　説明できること
　（3）それらの諸問題に対して諸学問を用いてどのような解決手法の提案が可能なのかを理解し説明できること

授業ではまず「国際貢献」（Global Engagement）の定義や歴史、それに関わる様々なアクター、国際機構の役割
等の基礎的知識を学ぶ。その後、人類共通の主要な諸問題である「持続可能な開発目標」、「平和構築・紛争解
決」「貧困・飢餓問題」、「環境ガバナンス」、「人権」、「市場の力を通した国際貢献」等について、いかなる学問分
野からの分析や解決法の提案が可能か、国際関係論、国際法、地球環境学、経済学、経営学、統計学などの具
体的な活用のされ方を学び、また、実際の世界でどのような貢献がなされているのかについて、その可能性を講
師との対話や受講生間の議論を交え考えていく。

このコースでは様々な社会科学の領域について学んでいきます。カバーする内容が非常に濃く、またスピードも
早くなりますので、事前のリーディング、そして予習は必ずしてきてください。

出席・クラスディスカッション　10％、アサインメント（計3つ）　30％、ファイナル試験　60％

特定の一冊の教科書は使用しませんが、以下の参考文献リストから、毎週関連する章のリーディングを課します。

配当年次 1年次

開講学期 前期

単位 2

授業形態 講義

履修条件
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【２学科共通】（是正意見） 国際貢献学部 グローバルスタディーズ学科 

２．＜第一次審査意見１（２）の回答について＞ 

授業科目を追加しているが、いずれの科目も基礎となる経済理論・会計学・経営学等が基礎的な内 

容として不十分であるほか、開発経済学など国際貢献と関連の深い学修が不足しているため、体系 

的な教育課程となるよう、適切に改めること。 

 

（対応） 

経済学の基本的な知識を習得した上で、開発経済学など国際貢献と関連の深い学修ができるよ

うにするため、以下のように科目の追加、授業内容の変更、科目配置の変更を行う。これらの科

目の配置は図のとおりである。 

 

＜経済理論＞ 

①途上国の開発支援、海外・国内でのマーケティング、地域社会の持続的発展などの Community 

Engagement プログラムに有用な共通の基礎的な科目である「Introduction to Economics（経

済学入門）」を、コース共通科目からコア科目の 1年次後期に移行する。当該科目は補正申請時

点で既に必修科目としていたが、再補正申請にあたりコア科目に設置することで当学科のあら

ゆる分野の学びのための基礎となる科目であることを明示する。 

② 補正申請でコース共通科目に追加した「Microeconomics（ミクロ経済学）」と「Macroeconomics

（マクロ経済学）」の経済理論の 2 科目は、上記の「Introduction to Economics（経済学入

門）」との連関を強化させ、同一著者（N・グレゴリー・マンキュー）の教科書の発展版を用

い、2 年次前期に設置する。また、「Microeconomics（ミクロ経済学）」と「Macroeconomics

（マクロ経済学）」の両科目を 2単位から 4単位の授業とし、それぞれミクロ経済学・マクロ

経済学の基礎的な理論と経済数学のトレーニングを行う内容に修正する。 

③「Microeconomics（ミクロ経済学）」と「Macroeconomics（マクロ経済学）」や「Statistics

（統計学）」での学びをさらに進化させて定量分析のスキルを強化させるため、「Econometrics

（計量経済学）」をコース共通科目の 3 年次前期に追加し、国際協力やグローバルビジネスの

分野における諸問題を分析する際の手法を習得する。 

④国際貢献と関連の深い応用科目として、「Economics of Development（開発経済学）」と「Public 

Economics（公共経済学）」をコース共通科目の 3年次前期に追加し、他の国際貢献と関連の深

い科目（International Trade、Corporate Social Responsibility、Environmental Policyな

ど）と接続性を強化させて教育課程の体系化を図る。 

⑤「Econometrics（計量経済学）」、「Economics of Development（開発経済学）」、「Public Economics

（公共経済学）」の履修においては、「Microeconomics（ミクロ経済学）」と「Macroeconomics

（マクロ経済学）」を事前に履修するよう指導する。「Econometrics（計量経済学）」、「Economics 

of Development（開発経済学）」、「Public Economics（公共経済学）」などで学んだ理論を活か

し、ゼミ科目での専門的な研究を深めさせ、国際協力やグローバルビジネス等の持続可能な発

展に寄与できる人材を育成する。 

＜経営学＞ 

⑥グローバルビジネスコースの学生は「Introduction to Global Business（経営学入門）」（2年

次前期）を必修とし、経営学の基礎を学ぶ。その後に補正申請でコース共通科目に追加した
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「Organization Management（経営組織論）」及び「Business Strategy（経営戦略論）」の経営

学系の 2 科目を履修できるようにするため、配当年次を 2 年次後期に変更する。また、授業科

目の内容も経営学の基礎的な概念・知識を体系的に学修することができるように修正する。 

＜会計学＞ 

⑦グローバルビジネスコースの学生は「Accounting and Finance（会計と財務）」（2 年次前期）

を必修とし、基礎的な会計学と財務分析を学んだ後に「Business Strategy（経営戦略論）」（2

年次後期）や「Corporate Finance（コーポレートファイナンス）」（3年次後期）、「Strategic Cost 

Management（戦略的費用管理論）」（4年次前期）を履修できるようにする。 

 

以上の修正により、「教育課程等の概要」、「授業科目の概要」「設置の趣旨を記載した書類」、「カ

リキュラム構成図」、「カリキュラムマップ」、「時間割」、「国際協力コースの履修モデル」、「グロ

ーバルビジネスコースの履修モデル」、「編入学単位認定要領」、「国際協力コースの 3 年次編入学

生履修モデル」、「グローバルビジネスコースの 3年次編入学生履修モデル」を修正する。 

また、「Introduction to Economics」、「Microeconomics」、「Macroeconomics」、「Econometrics」、

「Economics of Development」、「Public Economics」、「Organization Management」、「Business 

Strategy」、「Introduction to Global Business」、「Accounting and Finance」のシラバスを資料

として提出する。 
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（新旧対照表）「教育課程等の概要」（グローバルスタディーズ学科 1ページ） 

新 旧 

コア科目 Introduction to Economics   コース共通科目 Introduction to Economics  

Microeconomics 2前 選択 4単位 Microeconomics 2前 選択 2単位 

Macroeconomics 2前 選択 4単位 Macroeconomics 2前 選択 2単位 

Organization Management 2後 選択 2単位 Organization Management 1後 選択 2単位 

Business Strategy 2後 選択 2単位 Business Strategy 2前 選択 2単位 

Econometrics  3前 選択 2単位 （追加） 

Economics of Development 3前 選択 2単位 （追加） 

Public Economics 3前 選択 2単位  （追加） 

 

（新旧対照表）「教育課程等の概要」（グローバルスタディーズ学科 5ページ） 

新 旧 

卒業要件及び履修方法の変更 

コア科目 30単位 

国際協力・グローバルビジネスコース科目 

(注 1） 16単位 

コース共通科目 26単位 

＜中略＞ 

注 1 いずれかのコースから 16単位を修得しな

ければならない。ただし、Seminar 以外の科目

は必修とする。 

 

卒業要件及び履修方法の変更 

コア科目 26単位 

国際協力・グローバルビジネスコース科目 

（注 1） 16単位 

コース共通科目 30単位 

＜中略＞ 

注 1 いずれかのコースから 16単位を修得しな

ければならない。 

 

（新旧対照表）「授業科目の概要」（グローバルスタディーズ学科 4～6ページ） 

新 旧 

科目区分 授業科目の名称 講義等の内容 講義等の内容 

専

門

科

目 

コ 

ー 

ス 

共 

通 

科 

目 
 

Microeconomics ミクロ経済学の基本である消費

者や企業の行う合理的な経済行動

について、取引の場である市場につ

いて、取引の結果として生じる資源

配分について理解する。また、消費

者の効用最大化、企業の費用関数と

利潤最大化、消費者余剰と生産者余

剰について学び、資源配分の効率性

を理解する。現実の経済問題を図と

数式を用いて説明及び分析できる

ようになるため、該当する内容の経

済数学の基礎についてトレーニン

現代経済理論は、個々の経済

主体の行動を中心に分析を進

めるミクロ経済理論と、一国の

経済全体を一つのものとして

分析を進めるマクロ経済理論

に分けることができる。 

ミクロ経済理論とは、消費者

や生産者などの個々の経済主

体の行動原理を分析し、その上

で市場のメカニズムによって

達成される資源配分の性質を

明らかにするものである。この
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グを行う。 講義では，１年次後期の

Introduction to Economicsで

学んだ知識をもとに、本講義は

より専門的知識の必要な文章

や題材を用いて「ミクロ経済

学」の理論の習得を引きつづき

進めてゆく。 

専

門

科

目 

コ 

ー 

ス 

共 

通 

科 

目 
 

Macroeconomics マクロ経済学の基本的な理論（国

民所得の決定、失業、IS-LM分析、

総需要－総供給分析など）の理解を

確認したうえで、財政や金融政策な

どの経済政策の現実経済への応用

力を養う。背景にある経済学的なも

のの考え方を知り、また関連する基

礎的な経済数学も身につける。 

現代経済理論は、個々の経済

主体の行動を中心に分析を進

めるミクロ経済理論と、一国の

経済全体を一つのものとして

分析を進めるマクロ経済理論

に分けることができる。  

マクロ経済理論とは、投資や

消費、雇用などの一国の経済全

体の集計量を中心に、これらの

相互関係を分析するものであ

る。この講義では、１年次後期

の Introduction to Economics

で学んだ知識をもとに、本講義

はより専門的知識の必要な文

章や題材を用いて「マクロ経済

学」の理論の習得を引きつづき

進めてゆく。 

専

門

科

目 

コ 

ー 

ス 

共 

通 

科 

目 
 

Econometrics   この講義は、計量経済学の基本を

習得することが目的である。計量経

済学とは、統計学的手法を用いて、

観察可能な経済データからその発

生メカニズムを経済理論に基づい

て推測する学問である。経済現象を

数理的及び定量的に分析すること

によって、現実の社会現象に関する

理解が深まる。また、現代社会のさ

まざまな分野において政策的課題

や実践的な問題の解決に応用する

こともできる。それ故、社会科学の

学習において、計量経済学の知識は

必要不可欠のものである。この講義

では、統計学で学んだ知識をもと

（追加） 
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に、現実の経済・経営に関する統計

データを用いた実証分析の手法を

学ぶ。具体的には、観測データの集

約方法を解説し、複数の変量間の関

連性を、回帰や相関といった概念を

用いて考察できるようになること

を目指す。 

 

専

門

科

目 

コ
ー
ス
共
通
科
目 

Economics of 

Development  

途上国には先進国にはない極端

な貧困や不平等、これらと関連した

社会的問題が存在するため、経済成

長論だけに終わらない幅広い学際

性のある理解が必要である。まずは

導入として開発経済学について、理

念を学ぶ。次に開発経済学の国内問

題として、課題と政策に関して、貧

困と不平等、人口増加と経済開発、

都市化、人的資本、農村開発、環境

と開発について学ぶ。続いて国際問

題とマクロ経済について、課題と政

策に関して、国際貿易理論と開発政

策、海外融資、海外投資と海外援助、

開発のための金融と財政政策につ

いて学ぶ。最後に開発経済学に関す

るテーマを１つ取り上げ、グループ

プレゼンテーションを実施し、クラ

スで討論する。 

 

（追加） 
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専

門

科

目 

コ
ー
ス
共
通
科
目 

Public 

Economics  

国際貢献のための「協力」の科学

的意味を理解し、実践に活かすため

には、公共財の自発的供給の意味を

把握せねばならない。そのために

は、公共経済学の理論体系の全体像

を正確に理解することが不可欠で

ある。 

この科目は、上記の目的を達成す

るために、具体的に以下の内容を講

義していく。先ずは、なぜ公共経済

学が国際貢献のための「協力」の理

論基盤となるのか、について SDGｓ

を通じて解説する。次に、「市場メ

カニズムの機能」「市場の失敗」「政

府の必要性と役割」「政府の失敗」

といった標準的な公共経済学の体

系を説明する。そして、日本財政の

現状と変遷、財政破綻の国際化の紹

介を通じて、政治学・国際政治学と

の接続可能性を理解し、改めて国際

貢献のため「協力」の必要性を理解

する。最後に、「協力」と公共財の

自発的供給の科学的関係を示し、そ

の状況が囚人のジレンマとなるこ

と、そこから脱却するための具体的

方法を学問的に示し、国際貢献のた

めの「協力」の今後について、受講

生各自が、今後自ら考えて行動する

ための方向性を示す。 

 

（追加） 

専

門

科

目 

コ
ー
ス
共
通
科
目 

Organization 

Management 

 

 

「Business Strategy」と併せて

受講することで、経営学の基礎的な

概念・知識を体系的に学修すること

ができる。本講義では、経営組織論

の諸体系の修得を目指す。経営組織

論を学ぶ際には、マクロ組織論及び

ミクロ組織論の双方の理解が必要

である。具体的には、外部環境が組

織にいかような影響を与えるかと

いう視角やモチベーション、リーダ

企業経営にはヒト、モノ、カ

ネ、情報といった経営資源が必

要であり、当講座では、これら

の経営資源の中の「ヒト（人的

資源）」に焦点を当てて基本的

な組織理論を学び、それを「個

人」、「（小）集団」、「組織」と

いった多様なレヴェルで分析

していく。また、理論を深く理

解するために、映像教材やケー
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ーシップなど組織における人間の

行動がいかなるものであるのかと

いう視角から学ぶ。 

経営学という学問の性質から現

実社会での応用を考慮し、ケースス

タディを多く取り上げ、受講生との

議論を随時行う。 

 

ススタディなども併せて活用

していく。 

専

門

科

目 

コ
ー
ス
共
通
科
目 

Business 

Strategy 

 

 

「Organization Management」と

併せて受講することで、経営学の基

礎的な概念・知識を体系的に学修す

ることができる。本講義では、経営

戦略論の諸体系の修得を目指す。経

営戦略には、内部資源からアプロー

チするものと外部環境からアプロ

ーチするものの二通りの方法論が

せめぎ合っているが、両方法論とも

一定の説得力を持つものであり、そ

の双方の理解が求められる。その

為、本講義では、基礎的な概念の説

明を行うと同時に、有力な論者であ

るポーターやハメル＆プラハラー

ドの学説の詳細にも言及すること

とする。 

経営学という学問の性質から現

実社会での応用を考慮し、ケースス

タディを多く取り上げ、受講生との

議論を随時行う。 

 

企業が成長・発展を遂げるた

めには環境変化に対応し、その

変化を先取りする経営を展開

する必要がある。そのために一

定の方向性や指針を提供する

ものが経営戦略である。当講座

では、最近の企業を取り巻く環

境変化を視野に入れつつ、経営

戦略の基本的かつ最新の課題

について、理論と実践の両面か

ら検討する。とりわけ独自ポジ

ションをとることや、経営資源

（ヒト、モノ、カネ、情報）の

蓄積と配分について、常に企業

の財務状況を睨みながら意思

決定することについて、実践的

な理解を深める。 

 

（新旧対照表）「設置の趣旨を記載した書類」（27ページ） 

新 旧 

6．教育方法、履修指導方法及び卒業要件 

（1）履修指導方法 

（中略） 

グローバルスタディーズ学科のコース定員は

入学者に対して、一応の目安として国際協力コ

ースが 40％、グローバルビジネスコースが 60％

とする。登録については、1年次の 11月にエン

トリーシートにより行うが、可能な限り希望し

6．教育方法、履修指導方法及び卒業要件 

（1）履修指導方法 

（中略） 

グローバルスタディーズ学科のコース定員は

入学者に対して、一応の目安として国際協力コ

ースが 40％、グローバルビジネスコースが 60％

とする。登録については、1年次の 11月にエン

トリーシートにより行うが、可能な限り希望し
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た学生が登録できるよう開講コマ数を調整して

対応する。万一、登録者数に極端な偏りがあっ

た場合は、エントリーシートに記載した学生の

志望理由、志望度の高さやコースに関連する専

門科目（先行して履修する科目）の成績等を参

考に面接で選考し、人数を調整する。 

経済理論については、第 2セメスターでコア

科目に配置する「Introduction to Economics」

(4単位)を必修とし、経済学の基本的な考え方

を修得する。次のステップとして

「Microeconomics」・「Macroeconomics」の基礎

的な理論や、「Economics of Development」・

「Public Economics」の応用科目で学んだ理論

を活かし、他の国際貢献と関連の深い科目との

接続を図る。経営学については「Introduction 

to Global Business」(4単位)を、会計学につ

いては「Accounting and Finance」(2単位)を

グローバルビジネスコースの学生は必修とし、

経営学・会計学の基本的な考え方を修得する。

そして「Organization Management」・「Business 

Strategy」「Corporate Finance」・「Strategic 

Cost Management」や他の国際貢献と関連の深い

科目との接続を図る。 

これらの科目の履修が国際貢献につながる体

系的なものとなるように、国際貢献と関連の深

い専門科目を履修する場合には先行して履修す

べき科目を指定し、履修条件をシラバスに明記

する。また、履修登録上限単位がある中で、各

コースの担当教員が、できる限り早い時期に受

講するよう履修指導する。 

 

た学生が登録できるよう開講コマ数を調整して

対応する。万一、登録者数に極端な偏りがあっ

た場合は、エントリーシートに記載した学生の

志望理由、志望度の高さやコースに関連する専

門科目（先行して履修する科目）の成績等を参

考に面接で選考し、人数を調整する。 

また、コースを履修する前の第 2セメスター

に、コース共通科目に配置する経済学の基本的

な考え方を修得する「Introduction to 

Economics」(4単位)を必修とする。そして、2

年次からコース履修していく中で、第 2・第 3

セメスターに配置する「Microeconomics」・

「Macroeconomics」・「Organization 

Management」・「Business Strategy」の 4科目を、

他の専門科目に先行して履修すべき科目とす

る。この履修条件を他の専門科目のシラバスに

明記し、体系的な学修となるようにする。また、

履修登録上限単位がある中で、各コースの担当

教員が、できる限り早い時期に受講するよう履

修指導する。 

 

 

 

（新旧対照表）「設置の趣旨等を記載した書類」添付資料 2「グローバルスタディーズ学科のカリ

キュラム構成図」 

新 旧 

＜別紙資料 1＞参照 ＜別紙資料 1＞参照 
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（新旧対照表）「設置の趣旨等を記載した書類」添付資料 3「グローバルスタディーズ学科のカリ

キュラムマップ」（1・2ページ） 

新 旧 

＜別紙資料 2＞参照 ＜別紙資料 2＞参照 

 

（新旧対照表）「設置の趣旨等を記載した書類」添付資料 4「グローバルスタディーズ学科の時間

割」 

新 旧 

＜別紙資料 3＞参照 ＜別紙資料 3＞参照 

 

（新旧対照表）「設置の趣旨等を記載した書類」添付資料 12「グローバルスタディーズ学科国際

協力コースの履修モデル」 

新 旧 

＜別紙資料 4＞参照 ＜別紙資料 4＞参照 

 

（新旧対照表）「設置の趣旨等を記載した書類」添付資料 13「グローバルスタディーズ学科グロ

ーバルビジネスコースの履修モデル」 

新 旧 

＜別紙資料 5＞参照 ＜別紙資料 5＞参照 

 

（新旧対照表）「設置の趣旨等を記載した書類」添付資料 24「グローバルスタディーズ学科の編

入学単位認定要領」 

新 旧 

＜別紙資料 6＞参照 ＜別紙資料 6＞参照 

 

（新旧対照表）「設置の趣旨等を記載した書類」添付資料 26「グローバルスタディーズ学科国際

協力コースの 3年次編入学生履修モデル」 

新 旧 

＜別紙資料 7＞参照 ＜別紙資料 7＞参照 

 

（新旧対照表）「設置の趣旨等を記載した書類」添付資料 27「グローバルスタディーズ学科グロ

ーバルビジネスコースの 3年次編入学生履修モデル」 

新 旧 

＜別紙資料 8＞参照 ＜別紙資料 8＞参照 

 

（新旧対照表）「教員名簿[教員の氏名等]」（3～7ページ） 

新 旧 

＜別紙資料 9＞参照 ＜別紙資料 9＞参照 
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クロズミ アツヒト

黒住 淳人

Kurozumi Atsuhito

国際貢献学部　グローバルスタディーズ学科　専門科目　コア科目（必修）

科目名 Introduction to Economics　（経済学入門）

能力要素 メイン 思考力・判断力

サブ 情報収集力・分析力

使用する言語 英語100％

到達目標

講義題目

授業内容・計画

主な予定項目 第１回 講義説明
Part I:経済学の基本的考え方 十大原理、エコノミストらしく考える

第２回 相互依存、交易からの利益
第３回 Part II: 需要と供給 市場はどのように機能するか、需要と供給の原理
第４回 弾力性、需要供給と政府の政策

小テスト
第５回 Part III: 需要と供給II 市場と厚生、消費者・生産者と市場の効率性

第６回 応用：課税のコスト、貿易

第７回 Part IV: 公共部門の経済学 外部性、公共財
第８回 税制のしくみ

第９回 Part Ｖ: 企業行動と産業組織 生産のコスト、競争市場における企業
第１０回 小テスト

独占、独占的競争、寡占
第１１回 Part VI: 労働市場の経済学 生産要素市場
第１２回 所得と差別の問題、所得格差と貧困
第１３回 Part VII: ミクロ経済学の基本振り返りと更に

学ぶための発展的事項
消費者選択の理論

第１４回 ミクロ経済学の最前線
第１５回 ミクロ経済の全体復習とまとめ

小テスト
第１６回 Part VIII: マクロ経済のデータ 国民所得の測定
第１７回 生計費の測定
第１８回 Part IＸ: 長期の実物経済 生産と経済成長、貯蓄・投資と金融システム
第１９回 金融による手段、失業・失業率

小テスト
第２０回 Part Ｘ: 長期における貨幣と物価 貨幣システム
第２１回 貨幣供給量と物価上昇
第２２回 Part XI: 開放マクロ経済学 基本的概念
第２３回 開放マクロ経済学の理論

小テスト
第２４回 Part XII: 短期の経済変動 総需要と総供給、金融政策・財政政策の影響と総
第２５回 短期における物価と失業のトレードオフ
第２６回 Part XIII: マクロ経済の基本振り返り　　 マクロ経済政策に関する諸論争
第２７回 マクロ経済の全体復習とまとめ
第２８回 期末テストと解説、総括

授業についての留意点

評価基準

教科書

参考文献

評価方法

講義中に適宜指示する

平常試験

経済学の基本的考え方を習得し、経済現象や景気動向を自ら系統立てて理解するために必要な視点を身に
付ける。

経済学全般に共通する考え方を随時参照しつつ、ミクロ経済学（需要・供給の基本メカニズム、弾力性、効率
性、外部性など）、マクロ経済学（国民所得、生産、成長、貯蓄・投資・金融システム、総需要・総供給など）の基
本的な理論枠組みを展開

経済学の基本的考え方を習得することにより、経済現象や景気動向を自ら系統立てて理解するために必要な
視点を身に付けることを目指す。インセンティブと情報、価格システム、機会費用とトレードオフ、需要と供給の
価格理論などの考え方を身につけ、市場と効率性、公共部門、経済成長、物価などのメカニズムについての理
解を深めることで、大学での学びや社会人としての基礎を築く。

今後の応用分野への基盤となる重要概念の習得という、本科目の趣旨を十分認識して授業に臨むこと。
予・復習、周囲や講師との議論を通じ、理解不十分のまま進まないように心掛けること。

講義への取り組み　10％　　課題レポート　20％　　　期末試験、小テスト　70％

N. Gregory Mankiw, Principles of Economics, 8th edtion

配当年次 1年
開講学期 後期
単位 4単位

授業形態 講義
履修条件
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ミヨシ ユウスケ

三好 祐輔

Miyoshi Yusuke

国際貢献学部　グローバルスタディーズ学科　専門科目　コース共通科目（選択）

科目名 Microeconomics　（ミクロ経済学）

能力要素 メイン 思考力・判断力

サブ 情報収集力・分析力

使用する言語 英語100％

到達目標

講義題目

授業内容・計画

主な予定項目 第１回 イントロダクション 講義説明、Introduction to Economicsの復習
第２回 エコノミストらしく考える
第３回 需要と供給 需要と供給と市場の機能
第４回 弾力性とその応用、経済数学演習
第５回 需要の背景：消費者選考
第６回 需要のおさらい、経済数学演習

第７回 供給の背景：競争市場における企業
第８回 需要と供給のおさらい、経済数学演習

第９回 市場、効率性と厚生 小テスト
消費者・生産者と市場の効率性

第１０回 需要・供給と政策
第１１回 市場、効率性と厚生のおさらい、経済数学演習
第１２回 公共部門の経済学 税制について
第１３回 経済数学演習

小テスト
第１４回 非効率な配分 公共財と価値財
第１５回 市場の失敗と外部性
第１６回 公共財・価値財・市場の失敗と外部性のおさらい、経済数学演習
第１７回 情報経済学、行動経済学
第１８回 非効率な配分のおさらい、経済数学演習
第１９回 企業行動と市場の構造 企業による生産の意思決定
第２０回 独占、独占的競争、寡占
第２１回 経済数学演習

小テスト
第２２回 要素市場 要素市場（労働等）の経済学
第２３回 要素市場のおさらい、経済数学演習
第２４回 格差 所得格差と貧困
第２５回 格差と貧困のおさらい、経済数学演習
第２６回 貿易 互恵関係と貿易による利潤
第２７回 貿易のおさらい、経済数学演習
第２８回 期末テスト

ミクロ経済学の総括

授業についての留意点

評価基準

教科書

参考文献

評価方法

適宜指示する。

平常試験

ミクロ経済学の基礎的内容である消費者行動、生産者行動、完全競争市場を前提とした市場均衡の理論を習
得する。

市場のメカニズム、価格理論

ミクロ経済学の基本である消費者や企業の行う合理的な経済行動について、取引の場である市場について、
取引の結果として生じる資源配分について理解する。また、消費者の効用最大化、企業の費用関数と利潤最
大化、消費者余剰と生産者余剰について学び、資源配分の効率性を理解する。現実の経済問題を図と数式
を用いて説明及び分析できるようになるため、該当する内容の経済数学の基礎についてトレーニングを行う。

講義前に、講義計画の内容を本で予習しておくこと。
講義後に、配付した資料や板書の内容を復習すること。

小テスト  70％　レポート  20％　授業での取り組み  10％

N. Gregory Mankiw, Mark Taylor [2017] Microeconomics. Cengage
Alpha C. Chiang, Kevin Wainwright [2005] Fundamental Methods of Mathematical Economics. McGraw-Hill

配当年次 2年

開講学期 前期

単位 4単位

授業形態 講義

履修条件
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ミヨシ ユウスケ

三好 祐輔

Miyoshi Yusuke

国際貢献学部　グローバルスタディーズ学科　専門科目　コース共通科目（選択）

科目名 Macroeconomics　（マクロ経済学）

能力要素 メイン 思考力・判断力

サブ 主体的に取り組む力

使用する言語 英語100％

到達目標

講義題目

授業内容・計画

主な予定項目 第１回 イントロダクション 講義説明、マクロ経済学の基礎知識
第２回 マクロ経済学のデータ
第３回 古典派理論：長期の経済 国民所得、貨幣とインフレーション。
第４回 国民所得・貨幣理論のおさらい、経済数学演習
第５回 開放経済、失業
第６回 長期の経済のおさらい、経済数学演習

小テスト
第７回 景気循環理論：短期の経済 景気変動
第８回 景気変動のおさらい、経済数学演習

第９回 IS-LMモデルの構築と応用
第１０回 IS-LMモデルのおさらい、経済数学演習
第１１回 マンデル＝フレミング・モデルと為替相場制度、総供給およびイ

ンフレーションと失業の短期的トレードオフ
第１２回 短期の経済のおさらい、経済数学演習

小テスト
第１３回 成長理論：超長期の経済 経済成長１：資本貯蓄と人口成長
第１４回 経済成長１のおさらい、経済数学演習
第１５回 経済成長２：技術・実証・政策
第１６回 経済成長２のおさらい、経済数学演習
第１７回 マクロ経済政策論争 安定化政策
第１８回 政府負債と財政赤字
第１９回 マクロ経済論争のおさらい、経済数学演習

小テスト
第２０回 マクロ経済学のさらなるミクロ的基礎 消費
第２１回 投資
第２２回 消費・投資のおさらい、経済数学演習
第２３回 貨幣供給、貨幣需要と銀行システム
第２４回 貨幣供給と貨幣需要と銀行システムのおさらい、経済数学演習
第２５回 総需要と総供給の動学モデル
第２６回 貨幣供給・貨幣需要と動学モデルのおさらい、経済数学演習
第２７回 わかっていることとわかっていないこと
第２８回 期末テスト

マクロ経済学の総括

授業についての留意点

評価基準

教科書

参考文献

評価方法

適宜指示する。

平常試験

マクロ経済学の基礎的内容である国民所得・失業率・インフレーション・投資・貿易収支などの理論を習得す
る。
（1）経済学の基礎的な理論であるマクロ経済学の理論について深く理解する。
（2）インフレとデフレ、国民所得の決定メカニズム、消費と貯蓄と投資の理論、貨幣の需要と供給、乗数理論とＩ
Ｓ－ＬＭ分析、経済政策の有効性について理解する。
（3）経済新聞の記事などを図と数式を用いて説明及び分析ができる。

マクロ経済学の基本的な理論（国民所得の決定、失業、IS-LM分析、総需要－総供給分析など）の理解を確認
したうえで、財政や金融政策などの経済政策の現実経済への応用力を養う。背景にある経済学的なものの考
え方を知り、また関連する基礎的な経済数学も身につける。

講義前に、講義計画の内容を本で予習しておくこと。
講義後に、配付した資料や板書の内容を復習すること。

小テスト  70％　レポート  20％　授業での取り組み  10％

N. Gregory Mankiw [2015] Macroeconomics. Worth.
Alpha C. Chiang, Kevin Wainwright [2005] Fundamental Methods of Mathematical Economics. McGraw-Hill

配当年次 2年

開講学期 前期

単位 4単位

授業形態 講義

履修条件
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ミヨシ ユウスケ

三好 祐輔

Miyoshi Yusuke

国際貢献学部　グローバルスタディーズ学科　専門科目　コース共通科目（選択）

科目名 Econometrics　（計量経済学）

能力要素 メイン 思考力・判断力

サブ 主体的に取り組む力

使用する言語 英語100％

到達目標

講義題目

授業内容・計画

主な予定項目
第１週 計量経済学と経済学

第２週 確率と統計量

第３週 統計的推論：母集団と標本と推定量の性質

第４週 相関と推定

第５週 最小ニ乗法

第６週 単回帰分析(演習)

第７週 攪乱項の自己相関分析とウエイトつき最小ニ乗法

第８週 回帰式の説明力と仮説検定

第９週 重回帰分析(演習)

第１０週 多重共線性と変数選択

第１１週 構造変化と理論の妥当性のテスト(講義)

第１２週 構造変化と理論の妥当性のテスト(演習)

第１３週 同時方程式モデルの推定(講義)

第１４週 同時方程式モデルの推定(演習)

授業についての留意点

評価基準

教科書

参考文献

評価方法

Angrist & Pischke [2008] Mostly Harmless Econometrics: An Empiricist's Companion. Princeton
University Press
Wooldridge, Jeffrey M. [2010] Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data. MIT Press

平常試験

（1）統計学の応用となる計量経済学の理論について深く理解する。
（2）統計学や計量経済学上の諸概念の定義を説明することができる。
（3）ある変数（例：支出）の変動を他の変数（例：所得）を用いて説明・予測しようとする回帰分析につ
いて理解する。

計量経済学の基礎理論

この講義は、計量経済学の基本を習得することが目的である。計量経済学とは、統計学的手法を
用いて、観察可能な経済データからその発生メカニズムを経済理論に基づいて推測する学問であ
る。経済現象を数理的及び定量的に分析することによって、現実の社会現象に関する理解が深ま
る。また、現代社会のさまざまな分野において政策的課題や実践的な問題の解決に応用することも
できる。それ故、社会科学の学習において、計量経済学の知識は必要不可欠のものである。この講
義では、統計学で学んだ知識をもとに、現実の経済・経営に関する統計データを用いた実証分析
の手法を学ぶ。具体的には、観測データの集約方法を解説し、複数の変量間の関連性を、回帰や
相関といった概念を用いて考察できるようになることを目指す。

事前にコア科目「Statistics」、コース共通科目「Microeconomics」「Macroeconomics」を履修している
こと。
講義前に、講義計画の内容を本で予習しておくことを奨める。
講義後に、配付した資料や板書の内容を復習することを奨める。

小テスト　70％　レポート　20％　授業での取り組み　10％

Wooldridge, Jeffrey M.［2015］Introductory econometrics: A modern approach. Nelson Education

配当年次 3年

開講学期 前期

単位 2単位

授業形態 講義

履修条件
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イナミ ヒロミ

伊波 浩美

Inami Hiromi

国際貢献学部　グローバルスタディーズ学科　専門科目　コース共通科目（選択）

科目名 Economics of Development　（開発経済学）

能力要素 メイン 情報収集力・分析力

サブ 思考力・判断力

使用する言語 英語100％

到達目標

講義題目

授業内容・計画

主な予定項目
第１週 開発経済学とは？

第２週 経済発展の比較分析

第３週 経済成長と開発の古典的理論

第４週 貧困と不平等

第５週 人口増加と経済開発

第６週 都市化及び農村から都市への人口移動

第７週 人的資本：経済開発における教育と健康

第８週 農業の変容と農村開発

第９週 環境と開発

第１０週 国際貿易理論と開発戦略

第１１週 海外融資、海外投資と海外援助

第１２週 開発のための金融と財政政策

第１３週 グループプレゼンテーション

第１４週 総括

授業についての留意点

評価基準

教科書

参考文献

評価方法

Development Economics (1998), Debraj Ray, Princeton University Press

平常試験

途上国独自の貧困や不平等といった問題の解決には何が必要で、そのためにどのような政策的な
取り組みがなされているのか、経済学の応用分野として全体像が理解できるようになること。

開発経済学は20世紀半ば、多くの国が植民地から独立し、本格的な発展を希求する中で本格的に
発展した、比較的新しい分野で、いくつかの特徴を備えている。
まず、途上国には先進国にはない極端な貧困や不平等、これらと関連した社会的問題が存在する
ため、経済成長論だけに終わらない幅広い学際性が存在する。例えば農村開発は農業経済学、人
的資源開発は教育学、腐敗問題では政治学などとの接点がある。
次に貧困及びそこから発生するさまざまな問題の解決を図る｢政策科学｣としての側面も強い。伝統
的な経済理論がそのままでは政策に結びつかないこともあり、実態を実証的に把握し、政策につな
げる、という作業が不可欠な分野であり、また経済学の中でも優れて応用的な分野といえる。
さらに20世紀後半から今日に至るまで、いわゆるグローバル化の影響は途上国にも急速に及んで
いる。
　本講義は初めて開発経済学に触れる者を対象として現代途上国の課題をバランスよく取り上げ、
こうした特性を持つ開発経済学の全体像に理解を深めることを目的とする。前半では主として伝統
的な開発経済学の論点を国内問題を中心にカバーし、後半ではグローバル化の下での開発を検
討して行く。

途上国には先進国にはない極端な貧困や不平等、これらと関連した社会的問題が存在するため、
経済成長論だけに終わらない幅広い学際性のある理解が必要である。まずは導入として開発経済
学について、理念を学ぶ。次に開発経済学の国内問題として、課題と政策に関して、貧困と不平
等、人口増加と経済開発、都市化、人的資本、農村開発、環境と開発について学ぶ。続いて国際
問題とマクロ経済について、課題と政策に関して、国際貿易理論と開発政策、海外融資、海外投資
と海外援助、開発のための金融と財政政策について学ぶ。最後に開発経済学に関するテーマを１
つ取り上げ、グループプレゼンテーションを実施し、クラスで討論する。

事前に「Microeconomics」,「 Macroeconomics」を履修していること。
履修生は予習、授業中の積極的参加、復習とグループワークに誠心誠意従事すること。

期末試験　60％　グループプレゼンテーション　20％　授業への積極的参加 20％

Economic Development (2015), Michael Todaro, Stephen Smith, Pearson

配当年次 3年

開講学期 前期

単位 2単位

授業形態 講義

履修条件
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フジモト シゲル

藤本 茂

Fujimoto Shigeru

国際貢献学部　グローバルスタディーズ学科　専門科目　コース共通科目（選択）

科目名 Public Economics　（公共経済学）

能力要素 メイン 思考力・判断力

サブ 問題発見力・解決力

使用する言語 英語100％

到達目標

講義題目

授業内容・計画

主な予定項目 第１週 コース説明、国際貢献のための公共経済学とは

第２週 SDGｓに見る「協力」の意味－政治学・国際政治学と公共経済学の協働

第３週 市場メカニズムの機能（1）需要関数/曲線と供給関数/曲線

第４週 市場メカニズムの機能（2）効率的資源配分：部分均衡分析による理解

第５週 市場メカニズムの機能（3）効率的資源配分：一般均衡分析による理解

第６週 市場の失敗（1）外部性：公共財と政府の必要性

第７週 市場の失敗（2）外部性：公害と政府の役割－ピグー税とコースの定理

第８週 市場の失敗（3）自然独占と政府の役割

第９週 市場の失敗（4）情報の非対称性と政府の役割－モラルハザードと逆選択

第１０週 政府の役割を果たすために（1）：日本の国家財政

第１１週 政府の役割を果たすために（2）：望ましい税体系とは

第１２週 政府の失敗と財政問題の国際化－政治学・国際政治学と公共経済学の接点

第１３週 国際貢献のための「協力」（1）公共財の自発的供給と囚人のジレンマ

第１４週 国際貢献のための「協力」（2）囚人のジレンマからの脱却－まとめにかえて

授業についての留意点

評価基準

教科書

参考文献

評価方法

・Uemura,T. , KOUKYOU KEIZAIGAKU NYUMON, Shinse-Sya, 2011
・Yoshida,K. and S.Fujimoto, GLOBAL NA KIKI NO KOUZO TO NIHON NO SENRYAKU-
GLOBAL KOUKYOUZAI GAKU NYUMON, Koyo-Shobou, 2013

平常試験

公共財概念を介した、政治学・国際政治学との協働を意識し、国際貢献のための理論的基盤たる
公共経済学の体系を理解する。

国連がかかげる「持続可能な開発目標（Sustainable Development Goals：SDGs）」は、平和な国際
社会の具体的イメージである。国際社会の構成員は、それぞれの立場から、SDGｓ達成への「協力」
という国際貢献がもとめられる。この科目は、この国際貢献のための「協力」に科学的意味をあたえ、
受講生が今後のキャリアの中で行動していく際の理論的基盤を提供する。国際貢献のための「協
力」の論理構造は、公共財の自発的供給で説明される。そして、この公共財概念を介して、政治
学・国際政治学とのインターフェース＝コア理論となるのが、公共経済学である。以上をふまえて、
この科目では、国際貢献のための諸分野をつなぐハブとして公共経済学を位置付け、その体系を
講義する。

国際貢献のための「協力」の科学的意味を理解し、実践に活かすためには、公共財の自発的供給
の意味を把握せねばならない。そのためには、公共経済学の理論体系の全体像を正確に理解す
ることが不可欠である。この科目は、上記の目的を達成するために、具体的に以下の内容を講義し
ていく。先ずは、なぜ公共経済学が国際貢献のための「協力」の理論基盤となるのか、について
SDGｓを通じて解説する。次に、「市場メカニズムの機能」「市場の失敗」「政府の必要性と役割」「政
府の失敗」といった標準的な公共経済学の体系を説明する。そして、日本財政の現状と変遷、財政
破綻の国際化の紹介を通じて、政治学・国際政治学との接続可能性を理解し、改めて国際貢献の
ため「協力」の必要性を理解する。最後に、「協力」と公共財の自発的供給の科学的関係を示し、そ
の状況が囚人のジレンマとなること、そこから脱却するための具体的方法を学問的に示し、国際貢
献のための「協力」の今後について、受講生各自が、今後自ら考えて行動するための方向性を示
す。

・事前に「Microeconomics」,「 Macroeconomics」を履修していること。また、事前に配布する講義スラ
イドを必ず予習すること。
・講義は、アクティブラーニングの手法を用いて展開されるため、能動的な授業への貢献は必須で
ある。
・講義終了後の復習も欠かさず取り組む事。

ミニッツペーパーと小テスト（ともに毎回） 50％　期末試験（筆記試験） 50％

・Stiglitz, J.E. and J.K. Rosengard, Economics of the Public Sector 4E, WW Norton & Co, 2015

配当年次 3年

開講学期 前期

単位 2単位

授業形態 講義

履修条件
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シル レイ

シル レイ

Shilu Ray

国際貢献学部　グローバルスタディーズ学科　専門科目　コース共通科目（選択）

科目名 Organization Management　（経営組織論）

能力要素 メイン 思考力・判断力

サブ 情報収集力・分析力

使用する言語 英語100％

到達目標

講義題目

授業内容・計画

主な予定項目
第１週 コース説明、組織と人

第２週 組織の種類

第３週 組織の歴史

第４週 組織と社会構造

第５週 組織と技術

第６週 組織文化1：その定義、たこ壺化、組織文化の持つ長所、組織文化の歴史

第７週 組織文化2：組織文化のポストモダニズム、企業文化の変容

第８週 心的構造と組織1：組織の空間的調整と時間的調整

第９週 心的構造と組織2：組織構造の実体と組織のアイデンティティ

第１０週 心的構造と組織3：ポストモダニズム的視点

第１１週 組織内の権力、管理、摩擦1：権力と政治と管理、組織の権力と政治力の諸理論

第１２週 組織内の権力、管理、摩擦2：組織管理の諸理論、組織内の紛争についての諸理論

第１３週 理論と実践1：現実主義は新たな規範となり得るか、組織をどうデザインするか

第１４週
理論と実践2：組織的変化と変更管理（チェンジ・マネジメント）、実践理論とプロセス
理論

授業についての留意点

評価基準

教科書

参考文献

評価方法

適宜指示する。

平常試験

（1）経営学の基礎理論を修得できる。
（2）経営組織論の理論体系を実社会で応用できるような素地を築き上げる。

経営組織論

「Business Strategy」と併せて受講することで、経営学の基礎的な概念・知識を体系的に学修するこ
とができる。本講義では、経営組織論の諸体系の修得を目指す。経営組織論を学ぶ際には、マクロ
組織論及びミクロ組織論の双方の理解が必要である。具体的には、外部環境が組織にいかような
影響を与えるかという視角やモチベーション、リーダーシップなど組織における人間の行動がいか
なるものであるのかという視角から学ぶ。
経営学という学問の性質から現実社会での応用を考慮し、ケーススタディを多く取り上げ、受講生と
の議論を随時行う。

「Introduction to Global Business」を履修していること。
授業中に分からなかった用語や事象を自身ですぐに調べてください。

授業への取り組み　30％　試験　70％

Mary Jo Hatch (2013) Organization Theory: Modern, Symbolic and Postmodern Perspectives,
Oxford University Press

配当年次 2年

開講学期 後期

単位 2単位

授業形態 集中講義

履修条件
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シル レイ

シル レイ

Shilu Ray

国際貢献学部　グローバルスタディーズ学科　専門科目　コース共通科目（選択）

科目名 Business Strategy　（経営戦略論）

能力要素 メイン 思考力・判断力

サブ 情報収集力・分析力

使用する言語 英語100％

到達目標

講義題目

授業内容・計画

主な予定項目
第１週 戦略とは何か

第２週 企業の業績と比較優位

第３週 脅威の評価

第４週 機会の評価

第５週 企業の強みと弱み（リソース・ベースト・ビュー）

第６週 垂直統合

第７週 コストリーダーシップ

第８週 差別化

第９週 柔軟性

第１０週 暗黙的談合

第１１週 戦略的提携

第１２週 多角化戦略

第１３週 多角化戦略の組織体制

第１４週 国際戦略

授業についての留意点

評価基準

教科書

参考文献

評価方法

適宜指示する。

平常試験

（1）経営学の基礎理論を修得できる。
（2）経営戦略論の理論体系を実社会で応用できるような素地を築き上げる。

経営戦略論

「Organization Management」と併せて受講することで、経営学の基礎的な概念・知識を体系的に学
修することができる。本講義では、経営戦略論の諸体系の修得を目指す。経営戦略には、内部資
源からアプローチするものと外部環境からアプローチするものの二通りの方法論がせめぎ合ってい
るが、両方法論とも一定の説得力を持つものであり、その双方の理解が求められる。その為、本講
義では、基礎的な概念の説明を行うと同時に、有力な論者であるポーターやハメル＆プラハラード
の学説の詳細にも言及することとする。
経営学という学問の性質から現実社会での応用を考慮し、ケーススタディを多く取り上げ、受講生と
の議論を随時行う。

「Introduction to Global Business」を履修していること。
授業中に分からなかった用語や事象を自身ですぐに調べてください。

授業への取り組み　30％　試験　70％

Jay Barney (2013) Gaining and Sustaining Competitive Advantage: Pearson New International
Edition, Pearson.

配当年次 2年

開講学期 後期

単位 2単位

授業形態 集中講義

履修条件
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ノザキ シュンイチ

野﨑 俊一

Nozaki Shunichi

国際貢献学部　グローバルスタディーズ学科　専門科目　グローバルビジネスコース科目（選択）

科目名 Introduction to Global Business　（経営学入門）

能力要素 メイン 情報収集力・分析力

サブ 思考力・判断力

使用する言語

到達目標

講義題目

授業内容・計画

主な予定項目 第１回 日本と主要先進国におけるビジネス研究の導入
第２回 マネジメント：導入
第３回 経営の古典的な責任
第４回 モチベーション：人々に動機づけるもの
第５回 動機づけ： "何"と "どのように"
第６回 リーダーシップ：理論と実践
第７回 システムとしての組織
第８回 経営スキルに対する緊急のアプローチ
第９回 価値に基づいた対応組織
第１０回 ビジネス環境と分析
第１１回 組織と組織文化
第１２回 管理のための組織
第１３回 組織統制
第１４回 ケーススタディ1
第１５回 人事管理
第１６回 業績管理と人材育成
第１７回 戦略的管理
第１８回 組織における意思決定
第１９回 経営の戦略的側面
第２０回 マーケティングの基本
第２１回 マーケティングミックス
第２２回 ロジスティクス機能の管理
第２３回 操作機能の管理：生産
第２４回 財務および会計監査
第２５回 情報資源管理
第２６回 グローバルマネジメント
第２７回 ケーススタディ2
第２８回 ビジネス研究への紹介

授業についての留意点

評価基準

教科書

参考文献

評価方法

英語100％

適宜指示する。

定期試験

経営学や経済学の基礎知識を理解し、グローバル化する経済活動や企業行動を分析するための
視点、方法を理解する。

経営学入門

当講座では、グローバルビジネスを学習するうえで必要とされる経営学や経済学の基礎知識を理
解し、グローバル化する経済活動や企業行動を分析するための視点、方法を説明する能力を養う。
また、企業活動のグローバル化により企業が直面している諸問題と国際的な経営戦略を理解し、そ
の解決策について考察できるようにトレーニングを行う。

授業外での学習が必要。コースの内容を事前に準備する必要がある。
1時間の講義は2時間の自己学習（または教科書と参考文献の読解）に相当する。

中期試験、最終試験　50％　小テスト　30％　ミニレポート　20％

Cole, Gerald A. and Kelly Phil. 2015. Management Therory and Practice 8th Edition. Andover:
Cengage Learning

配当年次 2年

開講学期 前期

単位 4単位

授業形態 講義

履修条件
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グスタボ タナカ

グスタボ タナカ

Gustavo Tanaka

国際貢献学部　グローバルスタディーズ学科　専門科目　グローバルビジネスコース科目（選択）

科目名 Accounting and Finance　（財務会計）

能力要素 メイン 思考力・判断力

サブ 計画力・実行力

使用する言語 英語100％

到達目標

講義題目

授業内容・計画

主な予定項目
第１週 会計学とは何か

第２週 会計学の基本的概念：会計サイクルについて

第３週 簿記の入力

第４週 会計項目間の調整

第５週 会計サイクルの完成：その分析

第６週 財務状況の報告（貸借対照表）と各財務諸表の説明資料について

第７週 損益計算書、包括利益計算書（IFRS基準）、株主勘定計算書（自己資本明細書）

第８週 資金繰（キャッシュフロー）計算書

第９週 財務諸表分析：情報ソースについて

第１０週 財務管理入門

第１１週 資金の時間的価値と評価について

第１２週 資本構造：負債コスト、株式資本の出所、資本予測の諸問題

第１３週 長期的財務計画：資本投資の意思決定

第１４週 短期的財務計画：運転資金管理について

授業についての留意点

評価基準

教科書

参考文献

評価方法

Stice, E., Stice, J, Albrecht, W, Swain, M. and Hsu. A. (2015). Principles of Financial
Accounting, IFRS Edition. 1st Edition. Cengage Learning.
Clayman, M.,  Fridson, M., Troughton, G. and Scanian, M. (2012). Corporate Finance: A
Practical Approach Textbook and Workbook, 2nd edition, Wiley.

定期試験

会計学およびコーポレートファイナンスの分野の基礎を習得し、今後高度な会計および財務関
連のクラスを理解するための基礎を提供することをこのコースの目的とする。

企業会計の中でも、財務会計は企業の経済的活動を貨幣でもって測定し、その結果を財務諸
表にまとめて外部のステークホルダー(利害関係者)に伝達するシステムであり、ビジネスを理解
するうえで財務会計の理解はその基礎となる。日本や外国の会計制度の比較や国際会計基準
（IFRS）についても理解を進める。

当講座では講義・ディスカッション・ケース分析など複数の方法を用いて進行する。会計の分野
については、ダブルエントリー会計システム、会計サイクル分析、財務分析などのトピックを習得
する。ファイナンス（財務）の分野については、債券や株式評価、純現在価値（NPV）、内部利益
率（IRR）と運転資本管理などのトピックについて説明する。

全てのクラスに時間通りに出席し、ディスカッションに積極的に参加し、全ての課題を所定の時
間内に完了すること。出席に関わる問題が発生した場合には、早急に講師に申し出ること。ディ
スカッションはこの授業の本質的な部分であり、入念な準備を行うこと。

小テスト　70％　授業での取り組み　30％

Weygandt, J., Kimmel, P.  and Kieso,   D. (2015). Financial Accounting: IFRS, 3rd Edition.
John Wiley and Sons Incorporation.
Ross, S., Westerfield, R., & Jordan, B. (2016). Essentials Corporate Finance, 9th edition. New
York: McGraw-Hill Higher Education.

配当年次 2年次

開講学期 前期

単位 2単位

授業形態 集中講義

履修条件
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【２学科共通】（改善意見） 国際貢献学部 グローバルスタディーズ学科 

３． ＜第一次審査意見６の回答について＞ 

「Community Engagement」については、教育体系の中心かつ特色ある科目として位置付けている

が、新学部の目的である国際貢献に活躍する人材育成との観点から考えると、一般的なインターン

シップや語学留学の範疇に留まるなど、科目の目的を達成するのに十分な内容が備えられていな

いので、学生が専門科目での学習を活用し国際貢献の観点から活動ができるような工夫をするよ

う、科目内容を修正すること。 

 

（対応） 

 「1．設置の趣旨及び必要性（3）京都外国語大学国際貢献学部で育成する人材像」でも述べた

ように、国際貢献学部は、世界で起きている事象を国民国家の枠組みを超えたグローバルな視点

から捉え、「学問知」と「経験知」を総合した能力を修得して社会や組織の課題を解決し、人類共

通の利益に資する諸変化をもたらすことによってグローバル社会に貢献できる人材を育成するこ

とを目的としている。右図のように「Global 

Engagement」、「Global Engagement and Peace」、

「Community Engagement WorkshopⅠ・Ⅱ」、

「Community Engagement 本体（実習）」、事後

学習、の一連の諸科目から成る Community 

Engagement プログラムは、この人材育成の柱

を為すものであり、従来型の短期的インターン

シップや語学留学とは異なるが、本プログラム

の目的、ディプロマ・ポリシーに掲げる育成を

目指す諸能力との関係性、座学科目（専門科

目・コア科目等）との関係性、学生が実習先で

行う国際貢献の観点からの活動の内実や事例についての説明が不十分であった為、「設置の趣旨等

を記載した書類」及び添付する「資料 20」を修正する。 

また、以下の点を科目内容に関する学部全体の共通認識や運営方針としてプログラム運用に取

り組むよう、確定した。 

 

（1）学生の「グローバルな視点」の育成について 

まず、1年次春の両学科共通コア科目「Global Engagement」において、国際貢献の様々な形

や国際貢献に関わるアクターの多様性、国民国家の枠組みのみでは解決できない人類共通のグ

ローバルな諸問題（国連が提唱している持続可能な開発に関する 17 の目標、例えば平和構築、

環境保護、貧困、人権、市場を通した国際貢献等に関わる諸問題）に関する認識を持たせるこ

とに努める。（これらの大きな問題群の中に、観光政策や観光ビジネスが抱える諸問題も概念的

には位置づけられるので、特に観光に関する問題を個別で取り上げることはしない。） 

次に「Global Engagement and Peace」では、両学科の学習内容に更に深く関わる人類共通の

グローバルな諸問題や、その分析や解決に資する国際貢献のあり方について、実際に社会の現

場で活躍しているゲストによる講義を通して学ばせる。また、「Community Engagement Workshop

Ⅰ」では、担当教員が自らの専門分野の学問知がいかに人類共通のグローバルな諸問題の分析
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や解決に貢献しているかを教授し、「Community Engagement WorkshopⅡ」では、実際に実習先

で学生自身がいかなる人類共通のグローバルな諸問題に取り組むかに関する計画を立案させる。 

続き、「Community Engagement」実習では、それまでに学んだ学問知を活用しつつ、この計画

を実行させる。この一連のプロセスを踏むことで学生は、常に国民国家の枠組みを超えたグロ

ーバルな視点から人類共通の課題を認識する姿勢を持つこととなり、その分析や解決への貢献

の志と能力を養うこととなる。 

 

（2）Community Engagementプログラムと「学問知」との関係性について 

まず、1年次春の両学科共通コア科目「Global Engagement」において、人類共通のグローバ

ルな諸問題に対し、いかなる学問分野が分析や解決に活用されているかに関する基礎的理解を

持たせる。 

次に「Global Engagement and Peace」では、両学科の学習内容に更に深く関わる人類共通の

グローバルな諸問題の解決に取り組むゲストによる講義を受講させ、ゲストが実践の現場でい

かに学問知と経験知を総合して国際貢献に取り組んでいるかの現実の姿を学ばせる。各種問題

に関する学問知の活用については、適宜、コーディネーター役の専任教員からの解説の回を設

け、継続的に学問知と経験知の両方への関心、それらを総合して活用し国際貢献に取り組むこ

とへの意欲を持たせるようにする。 

「Community Engagement WorkshopⅠ」では、担当教員が自らの専門分野の学問知がいかに人

類共通のグローバルな諸問題の分析や解決に貢献しているかを教授した上で、当該専門分野と

関連するグローバルな諸問題について、学術的調査研究に必要となる基礎的知識やスキルを学

生に習得させつつ、学生自身に問題発見・調査・分析・解決のプロセスを体験させることで、

学問知の活用の基礎を学ばせる。「Community Engagement WorkshopⅡ」では、実際に実習先で

自分がいかなる人類共通のグローバルな諸問題に取り組むかに関する計画を立案させるが、こ

の際、全員が履修しているコア科目や、各プログラムに応じて予め履修を推奨していた専門科

目の学問知を活用する形で、いかなる調査・分析・実践活動が可能か、担当教員の指導のもと、

詳細に内容を確定させる。同時に、各プログラムに参加するに当たり必要となる特定の知識や

技術を教員からの指導と助言を受け、事前に学習・習得する。各プログラム内容は実習先の目

的や意向により定まっている部分もあるので、必要に応じて実習先と活動計画についての交渉

を行わせる。 

「Community Engagement」実習では、これらの活動計画に基づき国際貢献の観点からの活動

を実施する。そのプロセスにおいて学生は、学問知の活用の可能性や課題に関する認識、実際

の社会実践からの経験知の体得、自らに不足する知識や技術等に関する自覚など、様々な成果

を獲得し、更なる学問知と経験知の総合的活用方法を学び、続けて専門ゼミ科目における調査

研究活動に進むこととなる。最終的には専門ゼミでの学習を通し、学問知と経験知を総合して

活用する能力を身につけ、卒業論文・卒業研究へと大学での学習成果を結実させる。 

 

（3）Community Engagementプログラムと国際貢献との関係性について 

 国際貢献学部は「人類共通の利益に資する諸変化をもたらすことによってグローバル社会に

貢献できる人材を育成すること」を目的として掲げている。本学部としては、1 年次コア科目

「Global Engagement」において取り上げる、国民国家の枠組みのみでは解決できない人類共通
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のグローバルな諸問題（国連が提唱している持続可能な開発に関する 17の目標、例えば平和構

築、環境保護、貧困、人権、市場を通した国際貢献等に関わる諸問題）に関する広い認識を持

ち、その解決への志と学問知の活用手法を携え、各自が実際に身を置くローカルなコミュニテ

ィ（地域・企業・大学等）での様々な取組みに「グローバルな諸問題の解決に責任ある主体」

として参画（engagement）する人材の育成を以て、国際貢献を行う主体の育成と捉える。これ

は即ち、環境問題等の文脈で言及されてきた、“think globally, act locally” を実践できる

主体の育成とも言える。 

 この目的の実現の為、「Community Engagement」実習の各プログラムでは、「Community 

Engagement WorkshopⅡ」で立案した計画に基づき、様々な国際貢献の観点からの活動を学生に

実施させる。各プログラムについては、受入先の目的と意向により、重要と認識されている課

題や活動内容に様々なタイプが存在している。それに応じ学生の主体的な活動計画の実施に際

しても実習先コミュニティとの相談や交渉が必要となるが、この点については、学生の学習及

び先方のコミュニティへの効果という観点からより良い国際貢献に関する活動が行えるよう、

担当教員や Community Engagementセンターが主体となる学生を支援する形で、先方との相談や

交渉を進める。また、全てのプログラムに関して、「人類共通のグローバルな諸問題」に関連し

た活動計画を設定し、実習先で学問知を活用して調査・研究・実践を行い、その成果を全関係

者（受入先・同学年の学生・1 年次生・教員・Community Engagement センター職員等）の前で

報告することを共通事項とし、この報告会において、どのような問題に関して、どのような意

味で、どの程度、国際貢献の観点からの活動が達成できたかを、確認することとする。受入先

を含めたこの「学習共同体」の構築により、継続的に、実習の質及び受入先コミュニティへの

貢献度の向上に努める。 

 

参考資料として「Global Engagement」「Global Engagement and Peace(S)」「 Community Engagement 

Workshop Ⅰ」「 Community Engagement Workshop Ⅱ」の 4科目のシラバスを明示する。   

 

（新旧対照表）「設置の趣旨等を記載した書類」（15～22ページ） 

新 旧 

4.教育課程の編成の考え方及び特色 

（2）教育課程の特色 

イ．Community Engagement 

① 国際貢献学部の Community Engagement と

は  

国際貢献学部は、世界で起きている事象を国

民国家の枠組みを超えたグローバルな視点から

捉え、「学問知」と「経験知」を総合した能力を

修得して社会や組織の課題を解決し、人類共通

の利益に資する諸変化をもたらすことによって

グローバル社会に貢献できる人材を育成するこ

とを目的とする。本学は以前より、地域や国際

社会の発展に貢献する学生の様々な自主的活動

4.教育課程の編成の考え方及び特色 

（2）教育課程の特色 

イ．Community Engagement 

本学では、従来より地域や国際社会の発展に

貢献するさまざまな学生の自主的活動を全学体

制で積極的に支援してきた（【資料 8：京都外大

生による国際貢献活動「PAX MUNDI PROJECT 

2016」】参照）。この中で培ったノウハウを活か

して、国際貢献学部では社会参加型実践学修

（Community Engagement）を正課として取り入

れる。学生は、教室内での学習に加え、国内外

で実社会における活動を行うことによって実践

的な学びを全員が経験する（主に 2 年次後期も
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を全学体制で積極的に支援してきた。（【資料

8：京都外大生による国際貢献活動「PAX MUNDI 

PROJECT 2016」】参照） 

国際貢献学部ではこの中で培ったノウハウを

活用し、目標とする人材育成を実現する為に、

正課として社会参加型実践学習（Community 

Engagement）を導入する。 

本学の言う Community Engagement とは、「国

内外の多様な地域社会・社会的活動への参加を

通じて、政治的・文化的境界を超えた人間のグ

ローバルな結合の在り方を学ぶ実践的学習」、換

言すれば、「国内外のコミュニティと連携・協働

して共通の課題に取り組む社会貢献と実践型学

習を組み合わせた社会参加型実践学習」である。

学生達は、様々なコミュニティのメンバーと共

に考え汗を流す活動を通して実践的な社会参加

のスキルを高めると同時に、政治的・文化的等

の境界を超えて人間と人間とが繋がり合うこと

の意義や、グローバル化した世界における市民

参加型民主社会の担い手として、各個人がそれ

ぞれの立場から各自の能力を活かし国際貢献を

行うことの重要性を学び、国際貢献を行う為の

能力を培う。 

 

② 育成する能力と Community Engagement プ

ログラムの特色 

Community Engagementプログラムでは、国際

貢献学部の 2 つの学科が共通して掲げるディプ

ロマ・ポリシーである、①主体的・自律的に課

題に取り組む力、②問題発見力・解決力、③多

文化共生力、④専門的学際的知識・技能の活用

力、の育成を目指す。本学の Community 

Engagementプログラムは、在学中の特定の期間

に限り留学やインターンシップに参加し外国社

会や実務の現場で学ぶ、という従来型の短期プ

ログラムではない。本学のプログラムにおいて

学生は、1年次～2年次にかけて必修科目として

開講される「 Global Engagement」「 Global 

Engagement and Peace(S)(T)」、「 Community 

Engagement Workshop Ⅰ 」、「 Community 

しくは 3年次前期）。  

外国人留学生が日本以外の国で実習を行う場

合、韓国・台湾・シンガポール国籍以外は入国

政府のビザ（査証）が必要であり費用もかかる

ため、原則として国内で実施する Community 

Engagementのプログラムへの参加とする。ただ

し、外国人留学生が海外のプログラムに参加を

希望する場合は、手続き等のサポートを本学の

Community Engagement センターの教職員が行

う。海外の実習先の国ごとに受け入れ条件や手

続きの方法をとりまとめ、「学生便覧」の教育課

程の関連する箇所やホームページ等に記載し、

入学段階で学生に周知する。 

学生は学部共通の必修のコア科目である

「Global Engagement」を１年次前期、1年次後

期に本学建学の精神「PAX MUNDI PER LINGUAS ―

言語を通して世界の平和を｣ が意味することを

理解したうえで、現代社会に対する高い問題意

識、課題設定能力を身につけるために学科別に

設定している「Global Engagement and Peace」

を履修し、Community Engagement活動に対する

明確な動機づけを行う。 

①京都外国語大学のCommunity Engagementとは  

本学の目指すCommunity Engagementとは、「国

内外の多様な地域社会・社会的活動への参加を

通じて、政治的・文化的境界を超えた人間のグ

ローバルな結合の在り方を学ぶ実践的学習」で

ある。 

すなわち、Community Engagementは、地域社

会・社会的活動への参加ではあるが、単なるボ

ランティアによる奉仕ではない。むしろ、学生

たちが、コミュニティのメンバーと一緒に考え、

一緒に汗を流す活動を通して実際的な社会参加

のスキルを高めると同時に、政治的・文化的障

壁を超えて人間と人間のグローバルな結合を構

築する活動の意義を理解し、グローバル化され

た世界における市民参加型民主社会の担い手へ

と育っていく実践学修活動、それが Community 

Engagementである。 

そこでは、国内であるか国外であるかを問わ
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Engagement WorkshopⅡ」において事前学習と準

備を行い、2 年次後期（或いは 3 年前期）に

「Community Engagement」の実習先である国内

外の様々なコミュニティにて国際貢献の観点か

らの活動を行いつつ学び、その成果と課題を携

えて専門ゼミでの学習や実践へと進み、最終的

に卒業論文・卒業研究へと学習の成果を結実さ

せる。国際貢献学部では、このように 4 年間を

通じて一貫して実施するプログラムを通じて、

ディプロマ・ポリシーの掲げる能力を継続的に

育成していくことを目指す。学生達は、少人数

制 で 開 講 さ れ る 「 Community Engagement 

WorkshopⅠ」、「Community Engagement Workshop

Ⅱ」の授業など学内でのコミュニティ、

「Community Engagement」で赴く国内外での

様々なコミュニティ、3 年次以降の専門ゼミの

コミュニティなど、多層的なコミュニティ（学

習共同体）に継続的に所属しつつ、自らの能力

を高めていくことができる（図 5）。 

 

図5  Community Engagementのカリキュラムに

おける位置づけ 

 

③ Community Engagementプログラム各科目の

目的・内容 

(1）Global Engagement（1年次） 

国際貢献学部へ入学した全ての学生が、国際

貢献に関する定義や歴史、国際貢献に関わる

様々なアクター（国際機関、国民国家、NPO・NGO、

企業、メディア、研究機関、一般市民等）、様々

な国際貢献の在り方を学ぶこと、また、持続可

能な開発、平和構築や紛争解決、貧困・飢餓問

ず、学生たちには、常に、これまで人間と人間

を分断してきた様々な障壁を乗り越えることが

要求される。あらゆる障壁を超えて、グローバ

ル市民として共通の課題の解決に向けて協力し

合 う こ と を 学 ぶ 場 、 そ れ が Community 

Engagementである。 

 

②これまでの学びとは何が違うのか 

Community Engagementは、大学での学習を「習

熟」から「実践」にまで進める。学生は専門知

というツールを実際に用いて、社会に対して自

分から積極的にアプローチする体験を通して、

現段階でできること、今後学ぶべきこと、そし

て新しいテーマを把握できるようになる。 

 

③Community Engagementの流れ 

Community Engagementプログラムは図 5のよ

うに、Global Engagement and Peace、Community 

Engagement Workshop Ⅰ ・ Ⅱ 、 Community 

Engagement 本体（実習）、成果報告会という 4

つの部分から構成されている。 Community 

Engagement Workshop と成果報告会での学習は

共に、Community Engagementの意義を知り、参

加の効果を高めることを目的としている。 

 

図 5  Community Engagementの流れ 

 

◆Global Engagement and Peace 
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題、人権問題など、人類が共通して抱えるグロ

ーバルな諸問題を広く認識し、それらの諸問題

の分析や解決の為にいかなる学問知がいかに活

用されているかを理解することを目標として設

置される科目である。 

 

 

(2）Global Engagement and Peace（1年次） 

専任教員のコーディネートのもと、学生が所

属する学科での学習内容が、世界平和や人類共

通のグローバルな諸問題といかに関係し、いか

にそれら諸問題の分析や解決策の提案に寄与し

ているかを学ぶ科目である。学生に社会に対す

る広い視野や社会参加への動機付けを与えるこ

とや、学生の問題発見力・解決力の基礎を育成

することを念頭に、両学科それぞれの学習に深

く関係する国際貢献の分野で活躍する人々を適

宜ゲストとして招き、実際の社会の現場での取

組みを講じて貰うことで、教育効果の向上を図

る。授業形式としては、一方的な知識伝達型授

業に留まらないよう、専任教員やゲストと学生

との双方向的な対話、学んだ内容に関する小グ

ループに分かれてのディスカッション、学生が

受講している専門科目等と講義内容との関連性

を考えさせるリフレクションやレポート作成な

ど、学生の主体的作業を適宜組み込む。この科

目により、特にディプロマ・ポリシーの掲げる、

①主体的・自律的に課題に取り組む力、②問題

発見力・解決力、③多文化共生力、それぞれの

基礎を育む。 

 

(3）Community Engagement Workshop Ⅰ（1 年

次） 

 専任教員が担当する少人数制クラス形式のも

と、担当教員が自らの専門分野における理論の

人類共通のグローバルな諸問題への活用方法を

示し、学生が学問知の諸問題への活用方法を実

例を通して学ぶことと、担当教員の指導のもと、

学生がグループに分かれて実際に問題発見・設

定、各種調査、調査結果の分析、解決策等のプ

本学の建学の精神「PAX MUNDI PER LINGUAS ―

言語を通して世界の平和を｣が意味することを

理解する。そして、現代社会における国際貢献

の必要性やあり方をさまざまな視点から考える

とともに、本学部に設置された授業科目が国際

貢献にどのようにつながるのかについて理解す

る。 

 

◆Community Engagement Workshop Ⅰ・Ⅱ 

WorkshopⅠでは、まずグローバル時代におけ

る Community Engagementの意義を学ぶ。特にグ

ローバル市民としての問題意識をもって実践す

ることの重要性を理解する。 

次に、実際の実践活動に必要な基本的スキル

を学ぶ。例えば、学外・国外での活動に際して

留意すべき基礎知識の講義、アクティブ・ラー

ニングを用いた課題解決法の学習、演劇的手法

を用いたコミュニケーション動作に関する学

習、ディスカッション技法の学習等である。 

WorkshopⅡでは、関心のある分野の専門的な

知識の習得と、実践するプロジェクトの計画を

立てる。 

 

◆Community Engagement本体（実習） 

Community Engagementは、大別して次の 3種

類がある。 

【サービス・ラーニング型】  

これは、国内ならびに国外の NPO や自治

体などの公共機関、福祉施設などで行う活

動に直接に参加しながら、その地域的な視

点を超え出るグローバルな可能性を学生自

らが発見し拓いていくことを実践するもの

である。 

【インターンシップ型】 

これは、グローバルな事業に取り組む企

業でインターンシップに従事しながら、社

会貢献・国際貢献につながる就業・実務体

験を積むタイプである。ここでは、企業活

動のグローバルな可能性と意義を学ぶこと

が学修の中心的課題となる。 
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レゼンテーションを実体験するプロセスを通し

て、Community Engagementに取り組むに当たり

必要となる基礎的な知識や学習スキルを獲得す

ることを目的とする科目である。スキルとして

具体的には、文献や資料の収集・分析の手法、

情報技術の活用法、レポートや報告書の作成の

仕方、プレゼンテーションの手法等を学ぶ。こ

の科目により、特にディプロマ・ポリシーの掲

げる、①主体的・自律的に課題に取り組む力、

②問題発見力・解決力、③多文化共生力、それ

ぞれの基礎を育む。 

 

(4）Community Engagement Workshop Ⅱ（2 年

次） 

専任教員が担当する少人数制クラス形式のも

と、各学生が実習先として選んだそれぞれの

Community Engagement（実習）で参画するコミ

ュニティにおいて、どのような人類共通のグロ

ーバルな諸問題に関し、いかに大学で学んだ専

門科目の知識を用いて国際貢献の観点からの活

動を行うかに関する計画を立案すること、及び

各プログラムに参加するに当たり必要となる特

定の知識や技術を教員からの指導と助言を受

け、事前に学習・習得することを目的とする科

目である。この取組みにおいて学生は、活動計

画に関する実習先との連絡・相談・交渉等も実

践することとなる。最終的に学生は、Community 

Engagement 実習先での活動計画のプレゼンテ

ーションを行い、実践の現場で学ぶ準備を完了

させる。この科目により、特にディプロマ・ポ

リシーの掲げる、①主体的・自律的に課題に取

り組む力、②問題発見力・解決力、を更に向上

させると同時に、④専門的学際的知識・技能の

活用力、の基礎を育む。 

 

(5）Community Engagement（実習） 

先述の通り、本学の Community Engagement

は、「国内外の多様な地域社会・社会的活動への

参加を通じて、政治的・文化的境界を超えた人

間のグローバルな結合の在り方を学ぶ実践的学

【スタディ・アブロード型】 

これは、サービス・ラーニングと海外の大

学への留学とを組み合わせたものである。

参加者は、大学で講義を受けつつ、同時に

留学先の大学を足掛かりにして、自分自身

のCommunity Engagementプロジェクトを立

案し実施する。 

 

これら 3 種類の活動のいずれにおいても、学

生たちはグローバル市民として活動するとはい

かなることであるかを、自ら考えることを要求

される。学生たちは、単に与えられた課題を消

化するだけではなく、自らの課題を自ら考えて

自らに課していく。そうした自律性をこの

Community Engagementで学生たちは学修する。 

 

◆事後学修 

事後学修においては、実践体験を振り返りな

がら計画の妥当性や所期の目標の達成度を検証

し、プレゼンテーションを学友の前で行う。残

された課題と新しい課題を明確にして、次の段

階の学修へ繋げていく。Community Engagement

は、一度活動に参加すれば、それで完了という

わけではない。例えば、国内での活動と国外で

の活動を組み合わせながら、自らの問題意識を

さらに発展させていくことも可能であり、また、

それが真の目的でもある。 

 

④どのような力が身につくのか 

本学における Community Engagementは、国内

外の多様な地域社会・社会的活動への参加を通

じて、政治的・文化的境界を越えた人間のグロ

ーバルな結びつきのあり方を学ぶための実践的

教育と位置づけている。Community Engagement

では全てのプログラムにおいて、グローバルス

タディーズ学科とグローバル観光学科のディプ

ロマ・ポリシーに共通する①主体的・自律的に

課題に取り組む力、②問題発見力・解決力、③

多文化共生力の習得を目的としている。 

Community Engagementは、他者との協働を通
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習」、「国内外のコミュニティと連携・協働して

共通の課題に取り組む社会貢献と実践型学習を

組み合わせた社会参加型実践学習」である。学

生はそれまでのCommunity Engagement関連諸科

目、及びその他のコア科目・専門科目の学習を

踏まえ、実習先の研修プログラムにおいて様々

な属性を持つ人々から成るコミュニティ（地域

社会・企業・大学等）に参加し、そのコミュニ

ティのメンバーともに共通の課題に取り組むと

共に、何らかの「人類共通のグローバルな諸問

題」に関し大学で学んだ学問知を活用しつつ、

Community Engagement WorkshopⅡで計画した

「国際貢献」に関わる活動に取り組む。学生は

これにより「学問知」の活用の仕方を学ぶと共

に、翻って、現場での取組みから「経験知」を

獲得し、その過程の中で更なる新たな問題の発

見や、更なる「学問知」の学習への動機付けを

得ることにもなる。 

 学生による各実習プログラムの選択と参加に

関しては、各プログラムの特徴や、そこで学生

が取り組む国際貢献の観点からの活動、及び活

用する可能性が想定される学問知（コア科目・

専門科目等の学習内容）の事例に関する情報を

入学後の早い時期に提示し、1 年次より、参加

を希望する研修プログラムに関する情報収集

や、Community Engagementセンター（後述）と

の相談を開始するよう、動機付ける。 

ディプロマ・ポリシーとの関わりという観点

からは、Community Engagement（実習）は、①

主体的・自律的に課題に取り組む力、②問題発

見力・解決力、③多文化共生力、④専門的学際

的知識・技能の活用力、の全ての育成に資する

科目であるが、特に④については、学生が「学

問知」と「経験知」の交錯する地点で活動に従

事することで、「学問知」と「経験知」との関係

性や、「学問知」の活用に関する可能性や課題を

学ぶこととなり、高い教育効果が期待される。

評価については、ポートフォリオ、事後学修に

おける成果報告会でのプレゼンテーションまた

は活動報告書、ポスター発表、プログラムへの

して自らが学ぶだけでなく、自助の精神が他者

の心の中に育つのを手助けしようとするもので

ある。言い換えれば、Community Engagementに

参加するということは、大学で学んだ知識を社

会で役立てるだけでなく、そうすることで社会

の発展に寄与することでもある。Community 

Engagement への参加を通して、「人の役に立っ

ている」という満足感と充実感が心の底から湧

きあがってくるのを実感する。 

 Community Engagementを通して身につくのは

次の力である。 

①社会の中で自分の課題を見つけ解決してい

く力 

②他者と共に活動を成し遂げるためのコミュ

ニケーション力 

③グローバル市民としての責任感 

④自らの課題意識の下で、大学の学業に勤し

む態度 

（【資料 9：「京都外国語大学の Community 

Engagement」】参照） 

具体的なプログラムについては、【資料 19：

「Community Engagement 実習先一覧・プログラ

ム受入承諾書（複写）」】、【資料 20：「Community 

Engagement プログラムの内容」】を参照。 
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参加度により総合的に行うが、 Community 

Engagementセンターが構築・運営する WEB上で

の支援ネットワークシステムを活用し、ディプ

ロマ・ポリシーに掲げる能力の観点からのルー

ブリック評価も導入する。 

 Community Engagement（実習）の各プログラ

ム を 担 当 す る 専 任 教 員 は 、「 Community 

Engagement Workshop Ⅱ」で各学生が立案した

計画を確認した上で、研修実施前に参加学生と

の事前面談を行った上で、研修中も一定期間は

担当教員が現地に赴き、現地での研修担当責任

者との情報共有や相談、参加学生への指導を行

う。その他、研修中の学生支援システムについ

ては、「④学生支援体制」で後述する。 

なお、外国人留学生が日本以外の国で実習を

行う場合、韓国・台湾・シンガポール国籍以外

は入国政府のビザ（査証）が必要であり費用も

かかるため、原則として国内で実施する

Community Engagementのプログラムへの参加と

する。ただし、外国人留学生が海外のプログラ

ムに参加を希望する場合は、手続き等のサポー

トを本学の Community Engagementセンターの教

職員が行う。海外の実習先の国ごとに受け入れ

条件や手続きの方法をとりまとめ、「学生便覧」

の教育課程の関連する箇所やホームページ等に

記載し、入学段階で学生に周知する。 

学生が活動計画の対象とする人類共通のグロ

ーバルな諸問題、及びその分析や解決に活用す

る学問知については、各プログラムに関し以下

のような諸例が挙げられる。 

 

1）Community Engagement S1（マレーシアでの

スタディ・アブロード＆サービス・ラーニ

ング複合型プログラム） 

［問題及び活用する学問知（コア科目・専門科

目等）の例］ 

・「持続可能な開発目標」に関する問題として、

マレーシアのジョージタウンの多文化共生の

課題と対応について、主に「Ethics for Peace 

Design」・「Ethics for Global Business」で
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学んだ学問知を活用して、それぞれの受入先

での貢献活動を通じて分析することで、専門

的学問知の習得を深化させる。 

 

2） Community Engagement S2（オーストラリア

でのスタディ・アブロード型プログラム） 

［問題及び活用する学問知（コア科目・専門科

目等）の例］ 

・「国際貢献と平和」に関する問題として、オー

ストラリアの多民族共生の課題と対応につい

て、「Issues in International Relations」・

「International Development Cooperation」

等で学んだ学問知を活用して、ボランティ

ア・ワークを通じて分析することで、専門的

学問知の習得を深化させる。 

 

3） Community Engagement S3（カナダでのマー

ケティング活動プログラム） 

［問題及び活用する学問知（コア科目・専門科

目等）の例］ 

・「市場の力を通した国際貢献」に関する問題と

して、カナダの文化的多様性の問題と対応に

つ い て 、「 Introduction to Global 

Business」・「Ethics for Global Business」・

「Introduction to Marketing」・「Statistics」

等で学んだ学問知を活用して、インタビュ

ー・取材、マガジンの編集・発行やイベント

の企画・運営を行う活動を通じて分析し、専

門的学問知の習得を深化させる。 

 

4） Community Engagement S4（アジア太平洋地

域 課題解決型ビジネス研修プログラム） 

［問題及び活用する学問知（コア科目・専門科

目等）の例］ 

・「市場の力を通した国際貢献」に関する問題と

して、アジア太平洋地域に対する企業の経済

活動の課題と貢献について、「Introduction 

to Global Business」・「Ethics for Global 

Business」・「Statistics」・「Microeconomics」

等で学んだ学問知を活用して、シンガポー
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ル・タイ・オーストラリアの企業から提示さ

れる課題を分析することで、結果に基づき研

修先の企業に提案を行う。 

 

5）Community Engagement S5 （アジア太平洋

地域 課題解決型ビジネス研修プログラム） 

［問題及び活用する学問知（コア科目・専門科

目等）の例］ 

・「市場の力を通した国際貢献」に関する問題と

して、アジア太平洋地域に対する企業の経済

活動の課題と貢献について、「Introduction 

to Global Business」・「Ethics for Global 

Business」・「Statistics」・「Microeconomics」

等で学んだ学問知を活用して、タイ・シンガ

ポール・オーストラリア・香港の企業から提

示される課題を分析することで、結果に基づ

き研修先の企業に提案を行う。 

 

6）Community Engagement S6 （京丹後の地域

振興プロジェクト） 

［問題及び活用する学問知（コア科目・専門科

目等）の例］ 

・「持続可能な開発」に関する問題として、京丹

後が抱える文化的・自然的・経済的持続可能

性にまつわる諸問題について、主に「Ethics 

for Peace Design」・「 Ethics for Global 

Business」で学んだ学問知を活用して分析す

ることで、結果に基づき地域コミュニティに

提案を行う。 

 

7）Community Engagement T1（マレーシアでの

スタディ・アブロード＆サービス・ラーニン

グ複合型プログラム） 

［問題及び活用する学問知（コア科目・専門科

目等）の例］ 

・「観光と持続可能な開発」に関する問題として、

何が観光商品化されているか、文化遺産の観

光商品化に伴う問題は無いか、ジョージタウ

ンの文化の混在の仕方等の問題意識のもと、

「文化遺産と観光」・「観光倫理学」・「サステ
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ナブルツーリズム」・「経済学概論」・「経営学

概論」等で学んだ学問知を活用して分析し、

専門的学問知の習得を深化させる。 

 

8）Community Engagement T2（オーストラリア

でのスタディ・アブロード型プログラム） 

［問題及び活用する学問知（コア科目・専門科

目等）の例］ 

・「観光と持続可能な開発」に関する問題として、

オーストラリアが抱える文化的・自然的・経

済的持続可能性にまつわる諸問題について、

「観光地理学」・「文化遺産と観光」・「観光倫

理学」・「サステナブルツーリズム」・「経済学

概論」・「経営学概論」等で学んだ学問知を活

用して分析し、結果に基づき研修先コミュニ

ティに提案を行う。 

 

9）Community Engagement T3（ツーリズム研修

プログラム・グアム） 

［問題及び活用する学問知（コア科目・専門科

目等）の例］ 

・「観光と平和」に関する問題として、多言語対

応のあり方、グアムの観光地イメージの形成

のされ方、グアムにおける文化の混在の仕方

等について、「グローバル観光概論」・「異文化

間コミュニケーション論」・「多言語観光論」・

「観光メディア論」等で学んだ学問知を活用

して分析し、結果に基づき研修先コミュニテ

ィに提案を行う。 

・「市場の力を活用した国際貢献」に関する問題

として、研修先企業が行う CSR 活動や環境問

題 へ の 取 組 み に つ い て 、「 Global 

Engagement 」・「 Global Engagement & 

Peace(T)」・「観光倫理学」・「経営学概論」等

で学んだ学問知を活用して分析し、結果に基

づき研修先コミュニティに提案を行う。 

 

10）Community Engagement T4（ツーリズム研

修プログラム・ホーチミン） 

［問題及び活用する学問知（コア科目・専門科
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目等）の例］ 

・「観光と持続可能な開発」に関する問題として、

何が観光商品化されているか、文化遺産の観

光商品化に伴う問題は無いか等の問題意識の

もと、「文化遺産と観光」・「観光地理学」・「観

光まちづくり論」・「観光倫理学」・「サステナ

ブルツーリズム」・「経済学概論」・「経営学概

論」等で学んだ学問知を活用して分析し、結

果に基づき研修先コミュニティに提案を行

う。 

・「観光と平和」に関する問題として、多言語対

応のあり方、ホーチミンの観光地イメージの

形成のされ方、ホーチミンにおける文化の混

在の仕方等について、「グローバル観光概

論」・「異文化間コミュニケーション論」・「多

言語観光論」・「観光メディア論」等で学んだ

学問知を活用して分析し、結果に基づき研修

先コミュニティに提案を行う。 

 

11）Community Engagement T5（京都研修プロ

グラム） 

［問題及び活用する学問知（コア科目・専門科

目等）の例］ 

・「観光と持続可能な開発」に関する問題として、

京都の伝統工芸品産業について観光を用いて

いかなる持続可能な発展が可能か、「京都文化

概論」・「Kyoto Introduction Methods」・「New 

Media Marketing in Tourism」・「サステナブ

ルツーリズム」・「経済学概論」・「経営学概論」

等で学んだ学問知を活用して分析し、結果に

基づき研修先コミュニティに対して提案を行

う。 

・「観光と社会参加」に関する問題として、旅館

のバリアフリー化の現状と課題について、

「Global Engagement & Peace(T)」・「観光政

策・行政論」・「観光倫理学」等で学んだ学問

知を活用して分析し、結果に基づき研修先コ

ミュニティに対して提案を行う。 

 

12）Community Engagement T6（中米での実践
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的研究プログラム） 

［問題及び活用する学問知（コア科目・専門科

目等）の例］ 

・「観光と持続可能な開発」に関する問題として、

隣接自然保護区での自然破壊の進展や、先住

民文化の遺跡の放置・盗掘問題が指摘されて

いるニカラグア北部山地において、「地域を博

物館と見立てる（フィールドミュージアム）、

総合政策科学としての博物館学による地域課

題解決のモデルづくり」に貢献すべく、「観光

行政・政策論」・「経済学概論」・「観光人類学」・

「文化遺産と観光」・「観光倫理学」・「サステ

ナブルツーリズム」等で学んだ学問知を活用

して、観光プログラム作りや社会実験を行う。 

 

13）Community Engagement T7（豊岡市、城崎

温泉での旅館ビジネス・地域観光振興プログラ

ム） 

［問題及び活用する学問知（コア科目・専門科

目等）の例］ 

・「観光と平和」に関する問題として、城崎温泉

においていかなる多文化間のコミュニケーシ

ョン上の課題があり、いかなる対応策が取ら

れているかについて、「グローバル観光概

論」・「異文化間コミュニケーション論」・「多

言語観光論」等で学んだ学問知を活用して分

析し、結果に基づく報告と提案を研修先コミ

ュニティに対して行う。 

・「観光と持続可能な開発」に関する問題として、

豊岡市内の各観光地が抱える文化的・自然

的・経済的持続可能性にまつわる諸問題につ

いて、「Global Engagement」・「グローカル地

域研究」・「観光まちづくり論」・「サステナブ

ルツーリズム」・「経済学概論」・「経営学概論」

等で学んだ学問知を活用して分析し、結果に

基づく報告と提案を研修先コミュニティに対

して行う。 

 

14) Community Engagement T8 （京丹後の地

域振興プログラム） 
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［問題及び活用する学問知（コア科目・専門科

目等）の例］ 

・「観光と持続可能な開発」に関する問題として、

京丹後の各観光地が抱える文化的・自然的・

経済的持続可能性にまつわる諸問題につい

て、「京都文化概論」・「グローカル地域研究」・

「観光まちづくり論」・「経済学概論」・「経営

学概論」等で学んだ学問知を活用して分析し、

結果に基づく報告と提案を地域コミュニティ

に対して行う。 

 

各研修プログラムについては、【資料 19：

「Community Engagement実習先一覧・プログラ

ム受入承諾書（複写）」】、【資料 20：「Community 

Engagement プログラムの内容」】を参照された

い。 

 

(6）成果報告会（事後学習）から専門ゼミへ 

Community Engagement（実習）の終了後、学

生は、実践の現場での体験を踏まえ、実習で学

んだ事柄や身についた能力、専門科目等を活用

した国際貢献の観点からの活動計画の達成度や

今後の課題等に関するリフレクションを行い、

他の学生や実習先の関係者、及び今後研修に参

加する予定の 1 年次生を対象として、リフレク

ションの結果を取りまとめたプレゼンテーショ

ンを実施する。実習先の関係者も交えて成果報

告会を行うことは、実習先の関係者の人々にも

国際貢献に関わるグローバルな人類共通の課題

の存在や、国際貢献の観点からの活動の重要性

に関する認識を深めて貰うことにも繋がる。ま

た成果報告会への参加を通して 1 年次生は、先

行する学年の学生達が取り組んだ問題や活動を

予め知ることで、先行する学年の問題や活動を

一部継承して更に深める、或いは先行する学年

とは別の問題や活動を企画するなど、自らの活

動計画に創意工夫を凝らすことができる。これ

は本学部が在学する学年を縦に繋ぐ「学習共同

体」を構築し、学生同士の主体的な学び合いの

活動を深めることにも寄与する。 
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この事後学習を踏まえ、学生は各自の問題意

識を自覚した上で、更に「学問知」と「経験知」

を総合させつつ、自らの属する学科やコースに

関わる領域において、国際貢献という観点から

の価値創造を目指し、専門ゼミでの学習や卒業

論文・卒論研究へと進むこととなる。Community 

Engagementは、一度活動に参加すればそれで完

了というわけではなく、例えば、国内での活動

と国外での活動を組み合わせつつ、自らの問題

意識を更に発展させていくことも可能である。 

 

 

（新旧対照表）「設置の趣旨等を記載した書類」の添付資料 20（1～14ページ） 

新 旧 

＜別紙資料 10＞参照 ＜別紙資料 10＞参照 
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ミヤグチ タカアキ

宮口 貴彰

Miyaguchi Takaaki

国際貢献学部　グローバルスタディーズ学科　専門科目　コア科目（必修）

科目名 Global Engagement

能力要素 メイン 思考力・判断力

サブ 問題発見力・解決力

使用する言語

到達目標

講義題目

授業内容・計画

主な予定項目 第１週 第1週 国際貢献とは何か？－日本と世界の繋がり、世界の諸問題とその分析・解決方法の紹介

第２週 第2週 国際貢献のアクターとその貢献の類型－二国間・多国間・非政府組織を通した国際貢献

第３週 第3週 日本の戦後の国際貢献の歴史と特徴

第４週 第4週 国際機構の役割と貢献－国際基準・制度づくり（国際関係・国際法・人権）

第５週 第5週 持続可能な開発目標（SDGs）とは－各分野における世界の課題（国際関係・国際法・人権）

第６週
第6週 平和構築・紛争解決（国際関係論・安全保障論）
　　　　　ゲスト講師　中内政貴　大阪大学大学院国際公共政策研究科　准教授　（大阪大学
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　国際公共政策博士）

第７週
第7週 経済的な側面からみた貧困・飢餓問題（マクロ経済・貿易論・開発経済学）
　　　　　ゲスト講師　藤本茂　金沢大学准教授（京都大学経済学博士）

第８週 第8週 環境的側面からみた貧困・飢餓問題（地球環境学）

第９週 第9週 環境ガバナンス（統治）の持つ役割と重要性（地球環境学）

第１０週
第10週 人権問題－社会的少数者へのフォーカス（国際法・人権）
　　　　　ゲスト講師　菅原絵美　大阪経済法科大学准教授（大阪大学国際公共政策博士）

第１１週
第11週 市場の力を利用した国際貢献－企業の社会責任（CSR）・BOPビジネスモデル（ビジネ
　　　　　ス ・経営学）　　ゲスト講師　　Dari K 株式会社　代表取締役　吉野慶一

第１２週 第12週 非政府組織の役割とその貢献－企業・NGO/NPO・科学者（国際関係）

第１３週 第13週 貢献の効果の測り方－“What Works?”（プログラム評価・統計）

第１４週 第14週 世界をどう見てどう貢献していくのか？（社会科学全般）

授業についての留意点

評価基準

教科書

参考文献

評価方法

英語50％・日本語50％

1. Baylis, J, Smith, S. and Owens, P. (2017). The Globalization of World Politics: An Introduction to
International Relations. Oxford: Oxford University Press
2. Allen, R. (2011). Global Economic History: A Very Short Introduction. Oxford: Oxford University Press
3. Dasgupta, P. (2007). Economics: A Very Short Introduction. Oxford: Oxford University Press.
4. Smith, S. (2011). Environmental Economics: A Very Short Introduction. Oxford: Oxford University Press.
5. Collier, P. (2008). The Bottom Billion: Why the Poorest Countries are Failing and What Can Be Done About
It. Oxford: Oxford University Press
6. Banerjee, A. And Duflo, E. (2012). Poor Economics: A Radical Rethinking of the Way to Fight Global
Poverty. New York: PublicAffairs.

平常試験

「国際貢献」（Global Engagement)の対象となる人類共通の主要な諸問題について、次の３つの能力を身につける
こと到達目標とする。
　（1）どのような問題が人類共通の問題として存在しているのかを理解し説明できること
　（2）それらの諸問題を理解するにあたりどのような学問を用いたアプローチや分析方法が可能なのかを理解し
　　　説明できること
　（3）それらの諸問題に対して諸学問を用いてどのような解決手法の提案が可能なのかを理解し説明できること

授業ではまず「国際貢献」（Global Engagement）の定義や歴史、それに関わる様々なアクター、国際機構の役割
等の基礎的知識を学ぶ。その後、人類共通の主要な諸問題である「持続可能な開発目標」、「平和構築・紛争解
決」「貧困・飢餓問題」、「環境ガバナンス」、「人権」、「市場の力を通した国際貢献」等について、いかなる学問分
野からの分析や解決法の提案が可能か、国際関係論、国際法、地球環境学、経済学、経営学、統計学などの具
体的な活用のされ方を学び、また、実際の世界でどのような貢献がなされているのかについて、その可能性を講
師との対話や受講生間の議論を交え考えていく。

このコースでは様々な社会科学の領域について学んでいきます。カバーする内容が非常に濃く、またスピードも
早くなりますので、事前のリーディング、そして予習は必ずしてきてください。

出席・クラスディスカッション　10％、アサインメント（計3つ）　30％、ファイナル試験　60％

特定の一冊の教科書は使用しませんが、以下の参考文献リストから、毎週関連する章のリーディングを課します。

配当年次 1年次

開講学期 前期

単位 2

授業形態 講義

履修条件

45



ナカガワ リョウヘイ
中川 亮平

Nakagawa Ryohei

国際貢献学部　グローバルスタディーズ学科　専門科目　コア科目（必修）
科目名 Global Engagement and Peace (S)

能力要素 メイン 思考力・判断力
サブ 問題発見力・解決力

使用する言語 英語100％

到達目標

講義題目

授業内容・計画

主な予定項目
第１週 ガイダンス：　グローバルな人類共通の課題と、国際協力とビジネスを通した国際貢献

第２週
国際貢献と平和①　難民支援を通して一時的な安心を提供する
　　　　　　　　　（ゲスト　特定非営利活動法人AAR難民を助ける会　理事・支援事業部長　名取郁子氏）予定

第３週
国際貢献と平和②　難民としての経験を活かしたコミュニケーションと南スーダンの国家樹立支援
　　　　　　　　　（ゲスト　米国アイダホ州Children’s Home協会Executive Director, Anselme Sadiki氏）予定

第４週 「国際貢献と平和」を巡る大学での学びとコミュニティエンゲージメント、グループディスカッション

第５週
持続可能な開発①　「持続可能な開発目標(SDG)」が持つ普遍性とその普及
　　　　　　　　　（ゲスト　SDG Partners Inc. President & CEO／大阪大学招へい教授 田瀬和夫氏）予定

第６週
持続可能な開発②　情報技術を通じて途上国に教育を普及させる
　　　　　　　　　（ゲスト　特定非営利活動法人e-Education海外事業部 椎木睦美氏）予定

第７週 「持続可能な開発」を巡る大学での学びとコミュニティエンゲージメント、グループディスカッション

第８週
国際貢献と人権①　人権を求めて戦い、同胞の人権を支援する
　　　　　　　　　（ゲスト　米国Democracy Academy of China代表 Baiqiao Tang氏）予定

第９週
国際貢献と人権②　統計分析を通して子供の権利を保障する
　　　　　　　　　（ゲスト　国連児童基金UNICEF Statistics and Monitoring Specialist 水野谷優氏）予定

第１０週 「国際貢献と人権」を巡る大学での学びとコミュニティエンゲージメント、グループディスカッション

第１１週
「市場を通した国際貢献」①　ラオスやウガンダで有機野菜を普及させる
　　　　　　　　　（ゲスト　株式会社坂ノ途中　代表取締役　小野邦彦氏）予定

第１２週
「市場を通した国際貢献」②　社会的責任投資は長期的に世の中も投資家をも豊かにする
　　　　　　　　　（ゲスト　大和証券株式会社　商品企画部次長　山本聡氏）予定

第１３週 「市場を通した国際貢献」を巡る大学での学びとコミュニティエンゲージメント、グループディスカッション

第１４週 授業全体の総括： 「Community Engagement WorkshopⅡ」（2年次春）に向けて

授業についての留意点

評価基準

教科書

参考文献

評価方法

Immanuel Kant, translated by David L. Colclasure "Toward Perpetual Peace: A Philosophical Sketch" (1795), in Immanuel Kant "Toward
Perpetual Peace and Other Writings on Politics, Peace, and History", Yale University Press, 2006
Joseph S. Nye and David A. Welch "Understanding Global Conflict and Cooperation: An Introduction to Theory and History (8th Edition)",
Longman, 2010
Johan Galtung "Violence, Peace, and Peace Research", Journal of Peace Research Vol. 6 No. 3, pp. 167-191, 1969
Richard Pierre Claude and Burns H. Weston (eds.) "Human Rights in the World Community: Issues and Action" Third Edition, University of
Pennsylvania Press, 2006
Benedict Anderson "Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism", London: Verso, 2006 [1983].
Charles P. Kindleberger and Robert Z. Aliber "Manias, panics, and crashes: a history of financial crises", 2015.

平常試験

建学の精神である ｢言語を通して世界の平和を｣ という理念および国際貢献のあり方について、現代社会の諸事象を通して
考え理解する。

本学建学の精神Pax Mundi per Linguas ｢言語を通して世界の平和を｣ が意味することを理解する。そして、現代社会におけ
る国際貢献の必要性やあり方をさまざまな視点から考えるとともに、本学部に設置された授業科目が国際貢献にどのようにつ
ながるのかについて理解する。
講義には、貢献活動を行っているNGO・NPOや政府観光庁Visit Japan 大使、元国際機関職員、国際関係やビジネスの研究
者など、各界からゲストスピーカーを招いて講演してもらい、現代社会に対する高い問題意識、課題設定能力を身につけるこ
とを目指す。安全保障・移民／難民・経済発展・環境汚染と気候変動・企業と投資家の関係など、現代社会をめぐるさまざま
なテーマを自らのこととしてとらえ、それぞれが抱える本質的な問題とその解決方法を、主体的かつ具体的に考える能力を培
う。

・国際貢献・平和貢献を社会の現場で実践されている方々によるゲスト講義を通し、本学部のディプロマ・ポリシーが掲げる主
体性・自律性や、問題発見・解決能力、多文化共生力の具体的なあり方を学ぶ。
・ゲスト講師による講義は全て60分程度とし、その後、受講生との質疑応答やディスカッションを毎回導入するので、積極的に
参加しなければならない。
・ゲスト講師の講義については、全て小レポート（800字程度）を提出する。適宜担当教員とのオンラインでのやり取りが求めら
れる。
・第4、7、10、13週のグループディスカッションに関しては、各ゲスト講義への各自の小レポートの内容を踏まえ、ゲスト講義と
専門科目との関連性に関する反省、各ゲスト講義の内容に対し自分なりの視点から見出した問題やその解決方法へのアイデ
ア等について、小グループに分かれ議論を深める。
・学期末に期末レポート（2000字程度）を作成・提出する。
・ゲストの都合により、ゲスト講義の日程に関しては多少の変動がありえる。

受講態度30％、小レポート40％、期末レポート30％

指定しない。

配当年次 1年

開講学期 後期

単位 2

授業形態 講義
履修条件
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国際貢献学部　グローバルスタディーズ学科　専門科目　コア共通科目（必修）

科目名 Community Engagement Workshop Ⅰ

能力要素 メイン 主体的に取り組む力

サブ 問題発見力・解決力

使用する言語 英語100％

到達目標

講義題目

授業内容・計画

主な予定項目 第１週 ガイダンス：コミュニティエンゲージメントとは？

第２週 「学問知」を活用するとはどういうことか？（SDGsをケースとして）

第３週 「学問知」を活用するとはどういうことか？（ソーシャルビジネスを中心として）

第４週 書面と口頭におけるコミュニケーション

第５週
プロジェクト計画概論（論理的思考、PDCAサイクル、プロジェクトスコープ、クリティカル
パス）

第６週 本学のコミュニティエンゲージメントのプログラムの比較分析と課題検証

第７週 「問題発見・問題整理」の手法の解説と実践　（ブレインストーミング、KJ法など）

第８週 リスク分析とリスクマネージメント

第９週 人的資源マネジメントとリーダーシップ

第１０週 予算作成、コスト計画、進捗管理、事後の見直し

第１１週 グループ作業：プロジェクト計画作成（１）―CEプログラムを実例に

第１２週 グループ作業：プロジェクト計画作成（２）―CEプログラムを実例に

第１３週 グループ作業：プロジェクト計画のプレゼンテーション―CEプログラムを実例に

第１４週 授業全体の総括：　Global Engagement Workshop IIに向けて

授業についての留意点

評価基準

教科書

参考文献

評価方法

特に指定しない。

授業中に適宜、指示する。

平常試験

複数教員担当

学生が自分のテーマを設定するために必要な知識、また課題解決のために必要な知識を得て、社会
事象をマクロレベル・メゾレベルにおいて分析ができる。

コア科目 Model United　Nations での委員会を引き継ぐ形で、学生が自分のテーマを設定するため
に必要な知識、また課題解決のために必要な知識が提供される。学生が社会事象をマクロレベル・メ
ゾレベルにおいて分析ができるようになるように、それぞれの教員がそれぞれの専門分野の理論を教
授し、具体的行動につなげるための手段を実践しながら学ぶ。また、学生は自分たちの活動に関する
情報収集・分析・受け入れ先との交渉を教員のサポートのもと開始する。

・グローバルスタディーズ学科での学習の基礎となる科目です。担当教員による「学問知」の諸問題へ
の活用の仕方をしっかり学ぶとともに、積極的にスキル習得やグループ作業に取り組んで下さい。
・学期末にグループ作業の過程や結果のプレゼンテーションをして貰います。
・グループ作業については、プレゼンテーションに向けて、授業時間外での作業が必要となります。

授業参加45％、グループ作業貢献度30％、ファイナルプレゼンテーション25％

配当年次 1年

開講学期 後期

単位 2

授業形態 演習

履修条件
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国際貢献学部　グローバルスタディーズ学科　専門科目　コア科目（必修）

科目名 Community Engagement Workshop Ⅱ

能力要素 メイン 問題発見力・解決力

サブ 情報収集力・分析力

使用する言語 英語100％

到達目標

講義題目

授業内容・計画

主な予定項目 第１週 ガイダンス　Community Engagementプログラムの趣旨確認

第２週 Community Engagement実習先・実習内容に関する情報収集①

第３週 Community Engagement実習先・実習内容に関する情報収集②

第４週 Community Engagement実習先での活動内容の構想①　どのような問題に取り組むか

第５週 Community Engagement実習先での活動内容の構想②　学問知をどのように活用するか

第６週 Community Engagement実習先での活動内容構想に関する報告会①

第７週 Community Engagement実習先での活動内容構想に関する報告会②

第８週 Community Engagement実習先での活動計画策定と、関連知識・技術の習得①

第９週 Community Engagement実習先での活動計画策定と、関連知識・技術の習得②

第１０週 Community Engagement実習先での活動計画策定と、関連知識・技術の習得③

第１１週 Community Engagement実習先での活動計画策定と、関連知識・技術の習得④

第１２週 Community Engagement実習先での活動計画・報告会①

第１３週 Community Engagement実習先での活動計画・報告会②

第１４週 授業全体の総括：　Community Engagement（実習）に向けて

授業についての留意点

評価基準

教科書

参考文献

評価方法

授業中に適宜、指示する。

平常試験

複数教員担当

プロジェクトの目的確定、必要なタスク、コスト、時間、リスクの分析、各人の役割分担を作成できる。

Community Engagement Workshop Ⅰで習得したことを引き継ぎ、後のCommunity Engagementの受け入れ
先との交渉を継続させながら、プロジェクトの目的確定、必要なタスク、コスト、時間、リスクの分析、各人の役
割分担を教員の指導のもと作成する。授業中に学生たちに自分たちのプロジェクトについて発表をさせ、意
見交換を促し、プランニングを洗練させられるように指導する。

・Community Engagement（実習）で充分に多くを学ぶ為には、漫然とプログラムに参加するのではなく、事前
に自らの関心に応じた形で、いかなる「人類共通のグローバルな問題」を対象に、いかに学問知を活用しつ
つ「国際貢献」（Global Engagement)の観点からの活動を行うか、十分に計画・立案し、関連知識や技能を習
得した上で、明瞭な目的意識を携えて参加することが不可欠です。この授業ではその準備を行います。
・「学問知」と「経験知」を総合して活用できる人材になる為には、1年次から学んできた「国際貢献」関連科目
（「Global Engagement」「Global Engagement&Peace」）や専門科目での学習内容を振り返り、実習先での活動
計画でそれらをいかに活用するか、しっかりと事前に計画する必要があります。
・実習先での活動案を一度クラス全体の前で報告して貰い、教員や他の受講生から、活動計画がどのような
意味で「国際貢献」の観点からの活動と言えるか、また、いかなる形で学問知を活用することが計画されてい
るか、という観点からコメントや助言を受け、活動計画を更に洗練させて貰います。その上で、授業終盤に明
確な活動計画を完成させ報告して貰い、実習に臨んで貰います。
・学期末に、実習先に関する情報や活動計画案、活動計画に関連して学んだ知識等についてのレポートを
提出して貰います。

授業参加45％、活動計画策定作業への取組み態度・貢献度30％、期末レポート25％

特に指定しない。

配当年次 2年

開講学期 前期

単位 2

授業形態 演習

履修条件

48



 

【２学科共通】（要望意見） 国際貢献学部 グローバルスタディーズ学科 

４． ＜第一次審査意見１１の回答について＞ 

教員編制として、博士の学位取得者が少ないことから、今後の採用にあたっては、博士号の学位取

得者を採用するように配慮し、教員組織全体の質の向上に努めることが望ましい。 

 

（対応） 

今後、教員の新規採用にあたっては博士号取得者を優先的に採用し、計画的に博士学位取得者

を増やして教員組織全体の質の向上に努める。 

 この説明を「設置の趣旨等を記載した書類」に追記する。 

 

（新旧対照表）「設置の趣旨等を記載した書類」（25ページ） 

新 旧 

5．教員組織編成の考え方及び特色 

（1）教員組織の編成 

（中略） 

⑤教員の新規採用にあたっては博士号取得

者を優先的に採用し、計画的に博士学位取得

者を増やしていく。 

5．教員組織編成の考え方及び特色 

（1）教員組織の編成 

（中略） 

  （追加） 
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審査意見への対応を記載した書類（9月） 

 

（目次）国際貢献学部 グローバル観光学科 

 

【大学等の設置の趣旨・必要性】 

１． ＜第一次審査意見１（１）の回答について＞ 

国際貢献に関するコアとなる科目として「Global Engagement」を追加していることについて、授業の

内容として明らかに国際貢献に整合しない内容が含まれている。科目全体の内容や目的が国際貢

献にふさわしくなるよう科目を修正し、教育内容に適した専任教員を配置すること。 

（科目開設まで）【２学科共通】（改善意見）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1 

２． ＜第一次審査意見１（２）の回答について＞ 

授業科目を追加しているが、いずれの科目も基礎となる経済理論・会計学・経営学等が基礎的な内 

容として不十分であるほか、開発経済学など国際貢献と関連の深い学修が不足しているため、体系 

的な教育課程となるよう、適切に改めること。【２学科共通】（是正意見）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9 

 

【教育課程等】 

３．＜第一次審査意見３の回答について＞ 

１年次後期からコースごとに履修するのであれば、登録者に偏りがあった場合に実施する面接の時

期や使用する教室を含む１年次後期の開講授業科目の決定時期を説明すること。 

（改善意見）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・32 

４．＜第一次審査意見５の回答について＞  

観光学の理論系の科目として設定している「観光社会学」「観光地理学」「観光人類学」は各

コースの履修科目となっているが、これらの科目は観光学を学修する上で必要な科目である

ため、コース共通科目とし、全学生が修得できるように履修要件を見直すこと。 

（改善意見）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・37 

５． ＜第一次審査意見７の回答について＞  

グローバルな視点を学ぶ科目と観光学を学ぶ科目がそれぞれ用意されている旨の説明はな

されているものの、グローバルな視点から観光学を学ぶという観点が示されていないため、

適切に改めること。（改善意見）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・41 

６． ＜第一次審査意見８の回答について＞  

「Community Engagement」については、教育体系の中心かつ特色ある科目として位置付けて

いるが、新学部の目的である国際貢献に活躍する人材育成との観点から考えると、一般的な

インターンシップや語学留学の範疇に留まるなど、科目の目的を達成するのに十分な内容が

備えられていないので、学生が専門科目での学習を活用し国際貢献の観点から活動ができる

ような工夫をするよう、科目内容を修正すること。 

（改善意見）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・44 

 

 

 

 



 

 

【教員組織等】 

７． ＜第一次審査意見１１の回答について＞ 

教員編制として、博士の学位取得者が少ないことから、今後の採用にあたっては、博士号の学位取

得者を採用するように配慮し、教員組織全体の質の向上に努めることが望ましい。 

【２学科共通】（その他意見）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・64 

 

 



【２学科共通】（改善意見） 国際貢献学部 グローバル観光学科 

１．＜第一次審査意見１（１）の回答について＞ 

国際貢献に関するコアとなる科目として「Global Engagement」を追加していることについて、授業の

内容として明らかに国際貢献に整合しない内容が含まれている。科目全体の内容や目的が国際貢

献にふさわしくなるよう科目を修正し、教育内容に適した専任教員を配置すること。 

（科目開設まで） 

（対応） 

今回、指摘を受けた「授業の内容として明らかに国際貢献に整合しない内容」とは、教員審査

で「保留」となった教員の担当部分であると理解したので、この部分については削除する。そし

て、授業はオムニバス形式ではなく、6 月補正申請の教員で「可」となった専任教員が全体を担

当することとする。 

科目内容については、「国際貢献」（Global Engagement）の対象となる人類共通の主要な諸問

題について、（1）どのような問題が人類共通の問題として存在しているのかを理解し説明できる

こと、（2）それらの諸問題を理解するにあたりどのような学問を用いたアプローチや分析方法が

可能なのかを理解し説明できること、（3）それらの諸問題に対して諸学問を用いてどのような解

決手法の提案が可能なのかを理解し説明できること、以上 3つの能力を学生が身につけることを

到達目標とする。具体的には、国連が提唱している持続可能な開発に関する 17 の目標、例えば、

平和構築・紛争解決、貧困・飢餓問題、人権問題、市場の力を利用した国際貢献等に関わる様々

な人類共通の問題を扱い、それら諸問題に対しいかなる学問分野からの分析や解決法の提案が可

能か、国際関係論、法学、地球環境学、経済学、経営学、統計学などの具体的な活用のされ方を

学生に学ばせる。また、実際の世界でどのような貢献がなされているのかについて、その可能性

を講師との対話や受講生間の議論を導入しつつ学生に考えさせるものとする。幾つかの主題に関

してはその主題を専門的な研究領域・実践領域とするゲスト講師を招聘するが、講義内容につい

て、対象となる問題と、その分析や解決に活用される学問分野との関連性についての解説を交え

るよう、事前にゲスト講師とその内容を相談する。 

国際貢献学部は「世界で起きている事象を国民国家の枠組みを超えたグローバルな視点から捉

え、学問知と経験知を総合した能力を修得して社会や組織の課題を解決し、人類共通の利益に資

する諸変化をもたらすことによってグローバル社会に貢献できる人材を育成すること」を目指す

ものである。この科目は、「国民国家の枠組みを超えたグローバルな視点」、特に人間同士の協

働という視点や、「人類共通の利益」とは何かと考え、認識し、それにいかに貢献するかを、本

学部での学習の始まりにおいて全ての学生一人一人に考えさせる重要な機能を果たすものとなる。 

また、国際貢献学部では、学際的研究領域としての「国際貢献学」の構築を目指している。現

在人類共通のグローバルな諸問題（国連が提唱している持続可能な開発に関する 17の目標、例え

ば、平和構築・紛争解決、貧困・飢餓問題、人権問題、市場の力を利用した国際貢献等に関する

問題）を、様々なアクター（国際機関、国民国家、NGO・NPO、企業、メディア、研究機関、一般

市民等）が様々な活動を通して解決・軽減を目指している。こうしたグローバルな諸問題に対し

ていかなる学問知がいかなる手法で活用され、問題解決に役立てられているかを反省的に捉え、

その在り方を描き出すと同時に、学問知の実践的な活用の効果性を更に高めるような手法や取組

みの在り方について、学際的に探究を進めることが、本学が構築を目指す「国際貢献学」である。
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そこには、学問知と経験知とを総合し人類共通の利益に資する活動に参画しようとする人間主体

の在り方や意識・行動特性、及びそのような主体の育成手法に関する学際的探究も含まれること

となる。 

本学部に所属する教員の専門分野は、法学・政治学・経済学・経営学・国際関係学・哲学・倫

理学・社会学・観光学・文学など多岐にわたる。本学部が構築を目指す「国際貢献学」の探究に

資するべく、様々な学問分野を専門とする学部所属教員全員が参加する「国際貢献学研究会」を

定期的に開催し、教育・研究内容に関する情報共有や意見交換を行うと共に、様々な専門分野の

教員が参加する学際的な共同研究を推進する。それにより、「国際貢献学」構築に向けた学際的

な視点・観点の探求がより期待できると考えている。 

以上のとおり、「Global Engagement」の科目全体の内容修正により、「授業科目の概要」、「設置の趣旨

を記載した書類」、「グローバル観光学科のカリキュラムマップ」、「教員名簿[教員の氏名等]」を修正し、シ

ラバスを明示する。 

 

（新旧対照表）「授業科目の概要」（グローバル観光学科１ページ） 

新 旧 

科目 

区分 

授業科目の

名称 

講義等の内容 

備考＜削除＞ 

講義等の内容 

備考（オムニバス形式） 

 

専

門

科

目 

 

コ 

ア 

科 

目 

Global 

Engagement 

 

授業ではまず「国際貢献」（Global 

Engagement）の定義や歴史、それに

関わる様々なアクター、国際機構の

役割等の基礎的知識を学ぶ。その

後、人類共通の主要な諸問題である

「持続可能な開発目標」、「平和構

築・紛争解決」「貧困・飢餓問題」、

「環境ガバナンス」、「人権」、「市場

の力を通した国際貢献」等につい

て、いかなる学問分野からの分析や

解決法の提案が可能か、国際関係

論、法学、地球環境学、経済学、経

営学、統計学などの具体的な活用の

され方を学び、また、実際の世界で

どのような貢献がなされているの

かについて、その可能性を講師との

対話や受講生間の議論を交え考え

ていく。また、幾つかの主題に関し

てはその主題を専門的な研究領

域・実践領域とするゲスト講師を招

聘し、講義を通して理解を深めてい

く。 

 

国際貢献学部のゴールである

「グローバル市民」、すなわち「人

をおもいやる力」、「たくましく生

きる力」、「社会とかかわる力」を

身につけた人材の育成に向け、こ

の授業では、国際貢献（Global 

Engagement）の基礎的知識、理論、

手法について様々な学生同士の議

論を経ながら展開していく。 

グローバルスタディーズ学科に

おいては国際協力やグローバルビ

ジネスを通して、グローバル観光

学科においては観光政策そして観

光ビジネスを通して国際貢献を実

現していくための基礎となる授業

である。国内外の多様な地域社会

における、政治・ビジネス・法律、

言語や文化、歴史・地理、そして

環境・ジェンダーなどの様々な「境

界」をまず理解し、その境界を超

えていくための理論や手法につい

て展開していく。 

授業はオムニバス形式とし、２
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（削除） 名の専任教員が担当する。 

(オムニバス方式／全 14回） 

 

（② 宮口貴彰／9回） 

 グローバルな貢献という点か

らは、特に 20世紀末頃から一方的

なインフラなどの支援にとどまら

ず、教育、社会、環境、文化、地

域コミュニティが健全に形成され

ていくことで持続可能な発展が達

成できることが理解されるように

なった世界情勢や学説について理

解するとともに、国際貢献の実践

的なプロセス、その手法、多様な

価値観を受けいれる心得について

学ぶ。あらゆる事象に対して複眼

的視点を持つことは後の学生生活

や人生において重要なベースであ

り、主観的束縛から解放され、他

者像を構築することで補完的に自

己像を獲得できるようにする。具

体的なテーマ別には、政府が行う

ODA（政府開発援助）を中心とする

貢献、経済発展に伴う土壌・水質・

大気の汚染を食い止めるべく技術

的・制度的な協力を行う面での貢

献、紛争後の復興支援・平和構築

や PKO（平和維持活動）などの平和

協力による貢献、貿易・産業・投

資のつながりによって持続可能な

経済発展を促す形での貢献、公正

な賃金や市場価格で雇用・取引が

行われるような制度作りをするた

めの法・制度面での貢献、少数民

族・女性や子供・難民などの社会

的少数者の人権や尊厳を守る面で

の貢献など、国際貢献に関わる諸

様相の近年の現状と主要な課題に

ついて、具体的な例や講師の経験

を交えて理解を深める。 
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（③ 5回） 

観光を通した地域貢献の点から

は、観光が環境、文化、地域生活

の保護、成長に貢献すると考える

ようになった社会的背景を学び、

地域貢献への実践過程をその手法

とともに学ぶ。国際協力の分野で

は従来のハード整備から、ソフト

部門への貢献が注目され、その中

でも期待される観光資源の保全育

成や環境整備、観光客を受け入れ

るしくみづくりについて学ぶ。観

光は様々なものをつなぐ機能を有

しており、この機能と力が、デジ

タル化し細分化された社会に再び

コミュニケーションとコミュニテ

ィを創造させる。観光は相互の敬

意と信頼を生み出す装置として大

いに貢献する。グローバル化する

故に埋没する地域や国の文化を外

部からのまなざし（観光のまなざ

し）によって個性あるものとして

再認識し、地域に対する誇りを呼

び起こさせることは観光が果たす

国際貢献・地域貢献の重要な役割

であることを理解し、その手法と

ともに学んでいく。 

 

（新旧対照表）「設置の趣旨を記載した書類」（2～3 ページ） 

新 旧 

1．設置の趣旨及び必要性 

（2）京都外国語大学国際貢献学部の必要性 

（中略） 

国際貢献学部では、学際的研究領域として

の「国際貢献学」の構築を目指している。現

在人類共通のグローバルな諸問題（国連が提

唱している持続可能な開発に関する 17 の目

標、例えば、平和構築・紛争解決、貧困・飢

餓問題、人権問題、市場の力を利用した国際

1．設置の趣旨及び必要性 

（2）京都外国語大学国際貢献学部の必要性 

（中略） 

 （追加） 
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貢献等に関する問題）を、様々なアクター（国

際機関、国民国家、NGO・NPO、企業、メディ

ア、研究機関、一般市民等）が様々な活動を

通して解決・軽減を目指している。こうした

グローバルな諸問題に対していかなる学問

知がいかなる手法で活用され、問題解決に役

立てられているかを反省的に捉え、その在り

方を描き出すと同時に、学問知の実践的な活

用の効果性を更に高めるような手法や取組

みの在り方について、学際的に探究を進める

ことが、本学が構築を目指す「国際貢献学」

である。そこには、学問知と経験知とを総合

し人類共通の利益に資する活動に参画しよ

うとする人間主体の在り方や意識・行動特

性、及びそのような主体の育成手法に関する

学際的探究も含まれることとなる。 

本学部に所属する教員の専門分野は、法

学・政治学・経済学・経営学・国際関係学・

哲学・倫理学・社会学・観光学・文学など多

岐にわたる。本学部が構築を目指す「国際貢

献学」の探究に資するべく、様々な学問分野

を専門とする学部所属教員全員が参加する

「国際貢献学研究会」を定期的に開催し、教

育・研究内容に関する情報共有や意見交換を

行うと共に、様々な専門分野の教員が参加す

る学際的な共同研究を推進する。それによ

り、「国際貢献学」構築に向けた学際的な視

点・観点の探求がより期待できると考えてい

る。 

 

（3）京都外国語大学国際貢献学部で育成す

る人材像 

国際貢献学部は、世界で起きている事象を

国民国家の枠組みを超えたグローバルな視

点から捉え、「学問知」と「経験知」を総合

した能力を修得して社会や組織の課題を解

決し、人類共通の利益に資する諸変化をもた

らすことによってグローバル社会に貢献で

きる人材を育成することを目的とする。より

詳細に言えば、本学部では、国民国家の枠組

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（3）京都外国語大学国際貢献学部で育成する人

材像 

国際貢献学部は、世界で起きている事象を国民

国家の枠組みを超えたグローバルな視点から捉

え、「学問知」と「経験知」を総合した能力を修

得して社会や組織の課題を解決し、人類共通の

利益に資する諸変化をもたらすことによってグ

ローバル社会に貢献できる人材を育成すること

を目的とする。 

 （追加） 
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みのみでは解決できない人類共通のグロー

バルな諸問題（国連が提唱している持続可能

な開発に関する 17の目標、例えば平和構築、

環境保護、貧困、人権、市場を通した国際貢

献等に関わる諸問題）に関する広い認識を持

ち、その解決への志と学問知の活用手法を携

え、各自が実際に身を置くローカルなコミュ

ニティ（地域・企業・大学等）での様々な取

組みに「グローバルな諸問題の解決に責任あ

る主体」として参画（engagement） する人

材の育成を以て、国際貢献を行う主体の育成

と捉える。これは即ち、環境問題等の文脈で

言及されてきた、“ think globally, act 

locally” を実践できる主体の育成とも言え

る。 

 

 

 

（新旧対照表）「設置の趣旨を記載した書類」（5ページ） 

新 旧 

2．学部・学科等の特色 

（2）教育内容の特色 

（中略） 

Community Engagementには図 1のように二

つの役割がある。一つは、多言語の外国語教

育とリベラル・アーツ教育を橋渡しし、両者

をしっかりとつなぎ合わせるブリッジの役

割である。もう一つは、「座学」と「実践型

学習」の橋渡しである。学内での「座学」を

通して得た語学力やリベラル・アーツ教育の

成果を国内外で活用・「実践」する機会を提

供する。 

 

2．学部・学科等の特色 

（2）教育内容の特色 

（中略） 

 Community Engagementには図 1のように二

つの役割がある。一つは、多言語の外国語教

育と教養教育を橋渡しし、両者をしっかりと

つなぎ合わせるブリッジの役割である。もう

一つは、「座学」と「実践型学習」の橋渡しで

ある。学内での「座学」を通して得た語学力

や教養教育の成果を国内外で活用・「実践」す

る機会を提供する。 

 

 

（新旧対照表）「設置の趣旨を記載した書類」（12ページ） 

新 旧 

4. 教育課程の編成の考え方及び特色 

（1） 教育課程の編成の考え方 

（中略) 

イ. グローバル観光学科の教育課程編成の

方針（カリキュラム・ポリシー） 

4. 教育課程の編成の考え方及び特色 

（1） 教育課程の編成の考え方 

（中略) 

イ. グローバル観光学科の教育課程編成の方

針（カリキュラム・ポリシー） 
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（中略) 

【教育内容】 

カリキュラムは大別して「専門科目」「外

国語科目」「教養科目」で構成し、学部・学

科横断型の日本学インスティテュート科目

も配置する。専門科目は、コア科目・コース

科目（観光政策・観光ビジネス）・コース共

通科目・英語/日本語演習科目で構成する。 

まず、学部共通の必修のコア科目として

「国民国家の枠組みを超えたグローバルな

視点」、特に人間同士の協働という視点や、

「人類共通の利益」とは何かと考え、認識し、

それにいかに貢献するかを、本学部での学修

の始まりにおいて全ての学生一人一人に考

えさせるために「Global Engagement」を１

年次前期に配置する。 

 

（中略) 

【教育内容】 

カリキュラムは大別して「専門科目」「外国

語科目」「教養科目」で構成し、学部・学科横

断型の日本学インスティテュート科目も配置

する。専門科目は、コア科目・コース科目（観

光政策・観光ビジネス）・コース共通科目・英

語/日本語演習科目で構成する。 

まず、学部共通の必修のコア科目として真の

国際貢献（Global Engagement）の意義、重要

性、そしてその行為主体である「グローバル市

民」とは何かを理解し、市民社会の一員として、

よ り コ ミ ュ ニ テ ィ に 根 ざ し た 貢 献

（Engagement）を実現するための理論や方法・

手法を理解するための「Global Engagement」

を１年次前期に配置する。 

 

（新旧対照表）「設置の趣旨等を記載した書類」添付資料 6「グローバル観光学科のカリキュラム

マップ」（1ページ） 

新 旧 

授業科目名 到達目標 到達目標 

Global 

Engagement 

「国際貢献」（Global Engagement)の対象とな

る人類共通の主要な諸問題について、次の 3

つの能力を身につけること到達目標とする。 

（1）どのような問題が人類共通の問題として

存在しているのかを理解し説明できること 

（2）それらの諸問題を理解するにあたりどの

ような学問を用いたアプローチや分析方法

が可能なのかを理解し説明できること 

（3）それらの諸問題に対して諸学問を用いて

どのような解決手法の提案が可能なのかを

理解し説明できること 

国際貢献（Global Engagement）の

基礎的知識、理論、手法を理解す

る。 

 

（新旧対照表）「教員名簿[教員の氏名等]」（2ページ） 

新 旧 

＜別紙資料 9＞参照 ＜別紙資料 9＞参照 
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【２学科共通】（是正意見） 国際貢献学部 グローバル観光学科 

２．＜第一次審査意見１（２）の回答について＞ 

授業科目を追加しているが、いずれの科目も基礎となる経済理論・会計学・経営学等が基礎的な内 

容として不十分であるほか、開発経済学など国際貢献と関連の深い学修が不足しているため、体系 

的な教育課程となるよう、適切に改めること。 

 

（対応） 

経済理論・会計学・経営学等の基本的な知識を習得した上で国際貢献と関連の深い学修ができ

るようにするため、以下のように科目の追加、内容の変更、科目配置の変更を行う。これらの科

目の配置は図のとおりである。 

 

＜経済理論＞ 

① 地域の文化振興政策、途上国の観光マーケティングと観光振興、地域社会の持続的発展などの

Community Engagementプログラムに有用な共通の基礎的な科目として、全員必修のコア科目と

して「経済学概論」を 1年次後期に配置する。 

② ６月補正申請でコース共通科目に追加した「経済学の基礎Ⅰ」「経済学の基礎Ⅱ」の経済理論

の２科目について、「ミクロ経済学」「マクロ経済学」と名称を改めたうえで、授業科目の内容

をそれぞれミクロ経済学・マクロ経済学の基礎的な理論を学べるものに修正する。また、コア

科目に追加する「経済学概論」との連関を強化させ、同一著者（N・グレゴリー・マンキュー）

の教科書の発展版を用い、配当年次を 2年次前期に変更する。さらに、「ミクロ経済学」「マク

ロ経済学」の両科目を 2単位から 4単位に変更し、それぞれミクロ経済学・マクロ経済学の基

礎的な理論を着実に習得できるようにする。 

③ 上記科目による経済学の基礎的理解を踏まえ、国際貢献と関連の深い学修ができる機会を充実

させるため、コース共通科目に「開発経済学」（3年次前期）、「公共経済学」（3年次前期）、「環

境計画論」（3年次後期）を追加し、他の国際貢献と関連の深い科目（ユニバーサルツーリズム、

エコ/グリーンツーリズム、エスニックツーリズムなど）と接続性を強化させて教育課程の体

系化を図る。また、「開発経済学」や「公共経済学」などで学んだ理論を活かし、ゼミ科目で

の専門的な研究を深めさせ、地域振興等の持続可能な発展に寄与できる人材を育成する。 

＜経営学＞ 

④ 地域の文化振興政策、途上国の観光マーケティングと観光振興、地域社会の持続的発展など

の Community Engagementプログラムに有用な共通の基礎的な科目として、全員必修のコア科

目として「経営学概論」を 1年次前期に配置する。 

⑤ 補正申請でコース共通科目に追加した「経営組織論」および「経営戦略論」の経営学系の 2

科目は、「経営学概論」（1年次前期）や「経済学概論」（1年次後期）などの基礎的科目を学

んだ後に履修できるようにするため、授業の内容を変更し、配当年次も「経営組織論」は 2

年次前期に、「経営戦略論」は 2年次後期に変更する。 

＜会計学＞ 

⑥ 会計学については、「会計学入門」をコース科目の 1年次後期に配置し、観光ビジネスコース

の学生は全員履修する。次のステップとしてコース共通科目に「企業財務と会計」（2年次前

期）を追加し、基礎的な会計学と財務分析を学ぶようにする。「経営戦略論」（2年次後期）や

9



各種の経営学の応用科目の履修については、事前に「企業財務と会計」を履修するよう指導

する。これに伴い、コース科目の配当年次のバランスをとるため「東アジアツーリズム事情」

をコース共通科目とし、3年次前期に移行する。 

 

以上の修正により、「教育課程等の概要」、「授業科目の概要」「設置の趣旨を記載した書類」、「カ

リキュラム構成図」、「カリキュラムマップ」、「時間割」、「観光政策コースの履修モデル」、「観光

ビジネスコースの履修モデル」、「編入学単位認定要領」、「観光政策コースの 3 年次編入学生履修

モデル」、「観光ビジネスコースの 3年次編入学生履修モデル」を修正する。 

また、新たに追加した科目及び授業内容を修正した「経営学概論」、「経済学概論」、「会計学入

門」、「ミクロ経済学」、「マクロ経済学」、「企業財務と会計」、「経営組織論」、「経営戦略論」、「開

発経済学」、「公共経済学」、「環境計画論」、「観光消費者行動論」のシラバスを資料として提出す

る。 
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（新旧対照表）「教育課程等の概要」（グローバル観光学科 1ページ） 

新 旧 

経営学概論 1前 必修 2単位 （追加） 

経済学概論 1後 必修 2単位 （追加） 

地域振興論 3前 選択 2単位 地域振興論 2前 選択 2 単位 集中講義 

会計学入門 1後  選択  2単位 （追加） 

観光交通論 3前 選択 2単位 観光交通論 1後 選択 2 単位 

ミクロ経済学 2前 選択 4単位 経済学の基礎Ⅰ 1前 選択 2単位 

マクロ経済学 2前 選択 4単位 経済学の基礎Ⅱ 1後 選択 2単位 

企業財務と会計 2前 選択 2単位 （追加） 

経営組織論 2前 選択 2単位 経営組織論 1後 選択 2 単位 

経営戦略論 2後 選択 2単位 集中講義 経営戦略論 1前 選択 2 単位 

東アジアツーリズム事情 3前 選択 2単位 東アジアツーリズム事情 1 後 選択 2単位 

開発経済学 3前 選択 2単位 （追加） 

公共経済学 3前 選択 2単位 （追加） 

環境計画論 3後 選択 2単位 （追加） 

 

（新旧対照表）「教育課程等の概要」（グローバル観光学科 5ページ） 

新 旧 

卒業要件及び履修方法の変更 

コア科目 26単位 

観光政策・観光ビジネス コース科目（注 1）   

20単位 

コース共通科目 16単位 

＜中略＞ 

注 1 いずれかのコースから 20単位を修得しな

ければならない。ただし、ゼミ以外の科目は必

修とする。 

 

卒業要件及び履修方法の変更 

コア科目 22単位 

観光政策・観光ビジネス コース科目（注 1）   

20単位 

コース共通科目 20単位 

 ＜中略＞ 

注 1 いずれかのコースから 20単位を修得しな

ければならない。 
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（新旧対照表）「授業科目の概要」（グローバル観光学科 1～10ページ） 

新 旧 

科目区分 授業科目の名称 講義等の内容 講義等の内容 

専

門

科

目 

コ 

ア 

科 

目 

経営学概論 経営学の基礎的な概念について学修す

ると同時に、次に続く経営戦略論、経営組

織論に対する理解への基盤を形成するこ

とを目指す。 

本講義では、企業の持つ社会的な意味を

まず学び、組織や戦略の役割の概要を説明

する。また、キャリアデザインなど大学卒

業後の実社会で生きていくために必要不

可欠な知識も学ぶ。 

 経営学という学問の性質から現実社

会での応用を考慮し、ケーススタディを多

く取り上げ、受講生との議論を随時行う。 

（追加） 

専

門

科

目 

コ 

ア 

科 

目 

経済学概論 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 経済学の基本的考え方を習得すること

により、経済現象や景気動向を自ら系統立

てて理解するために必要な視点を身に付

けることを目指す。インセンティブと情

報、価格システム、機会費用とトレードオ

フ、需要と供給の価格理論などの考え方を

身につけ、市場と効率性、公共部門、経済

成長、物価などのメカニズムについての理

解を深めることで、大学での学びや社会人

としての基礎を築く。 

（追加） 

専

門

科

目 

観
光
ビ
ジ
ネ
ス
コ
ー
ス
科
目 

 

科
目 

会計学入門 複式簿記ならびに財務諸表をはじめと

する企業会計実務に関する基礎的な知識

をしっかりとマスターすることが中心的

な内容（授業のねらい）である。特に、複

式簿記システムは世界共通であることか

らこの学習の重要性を理解する。複式簿記

のしくみをしっかりとマスターすること

で世界の企業の決算書の概要は理解する

ことができるようになる。会計の役割につ

いて企業からの見地ではなく、社会的見地

からも考察する。 

 

 

（追加） 
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専

門

科

目 

コ 

ー 

ス 

共 

通 

科 

目 
 

ミクロ経済学 ミクロ経済学の基本である消費者や企

業の行う合理的な経済行動について、取引

の場である市場について、取引の結果とし

て生じる資源配分について理解する。ま

た、消費者の効用最大化、企業の費用関数

と利潤最大化、消費者余剰と生産者余剰に

ついて学び、資源配分の効率性を理解す

る。現実の経済問題を図と数式を用いて説

明及び分析できるようになるため、該当す

る内容の経済数学の基礎についてトレー

ニングを行う。 

経済学の基礎Ⅰ 

大学での学習に必要な知

識、技法、経済理論の基本

的な考えを学習する。その

際、時事的経済知識につい

て解説を行う。そして、経

済学の学習の基礎となる思

考方法、文献の読解法、レ

ポート作成の方法等を学習

し、学問への関心を高め、

時事問題を考察させ、解決

の糸口を探る姿勢を養う。

講義で取り上げる主なテー

マは、消費者物価、公的債

務問題、教育問題、公共事

業、社会格差、最低賃金と

失業、比較優位など学生に

身近な話題を扱い、経済学

的センスを養うことを目的

とする。 

 

専

門

科

目 

コ
ー
ス
共
通
科
目 

マクロ経済学 マクロ経済学の基本的な理論（国民所得

の決定、失業、IS-LM分析、総需要－総供

給分析など）の理解を確認したうえで、財

政や金融政策などの経済政策の現実経済

への応用力を養う。背景にある経済学的な

ものの考え方を知り、また関連する基礎的

な経済数学も身につける。 

経済学の基礎Ⅱ 

１年次前期の経済学の基

礎Ⅰで学んだ知識をもと

に、本講義はより専門的知

識の必要な文章や題材を用

いて経済学における「読み、

書き、話す」の基礎を引き

つづき学習する。学習する

分野は所属する学科のもの

が中心ですが、幅広く社会

科学の学習をおこなうこと

にも力を入れる。講義で取

り上げる主なテーマは、年

金問題、産業空洞化問題、

流動性の罠、関税と補助金、

上限金利規制の問題など、

学生に身近な話題を扱い、

経済学的センスを養うこと

を目的とする。 
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専

門

科

目 

コ
ー
ス
共
通
科
目 

企業財務と会

計 

本講義では、企業の経営実態を財務的

側面から明らかにするために、企業が公

表する財務諸表等の情報を、利用者の立

場からどのように理解して分析を行うか

を学ぶ。財務分析の基本的手法の体系的

な理解を目的として、企業財務に関する

身近な事例を取り上げて解説する予定で

ある。 

 

（追加） 

専

門

科

目 

コ
ー
ス
共
通
科
目 

経営戦略論 「経営組織論」と併せて受講すること

で、経営学の基礎的な概念・知識を体系的

に学修することができる。 本講義では、

経営戦略論の諸体系の修得を目指す。経営

戦略には、内部資源からアプローチするも

のと外部環境からアプローチするものの

二通りの方法論がせめぎ合っているが、両

方法論とも一定の説得力を持つものであ

り、その双方の理解が求められる。その為、

本講義では、基礎的な概念の説明を行うと

同時に、ポーター並びにハメル＆プラハラ

ードの代表的な学説にも言及することと

する。 

経営学という学問の性質から現実社会

での応用を考慮し、ケーススタディを多く

取り上げ、受講生との議論を随時行う。 

 

本講義では、経営学の基

礎的な概念・知識を体系的

に学習することができる。

そして、経営戦略論を中心

に、競争戦略、コーポレー

ト・ガバナンス、CSRなど、

組織の視点からの経営学の

諸体系を学び、習得するこ

とを目指す。現実社会での

応用を考慮し、ケーススタ

ディを多く取り上げ、受講

生との議論を随時行う。 
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専

門

科

目 

コ
ー
ス
共
通
科
目 

経営組織論 「経営戦略論」と併せて受講すること

で、経営学の基礎的な概念・知識を体系的

に学修することができる。 本講義では、

経営組織論の諸体系の修得を目指す。経営

組織論を学ぶ際には、マクロ組織論及びミ

クロ組織論の双方の理解が必要である。例

えば、外部環境が組織に如何様な影響を与

えるかという視点やモチベーション、リー

ダーシップなど組織における人間の行動

がいかなるものであるのかという視点か

ら学ぶ。 

経営学という学問の性質から現実社会

での応用を考慮し、ケーススタディを多く

取り上げ、受講生との議論を随時行う。 

 

本講義では、経営学の基

礎的な概念・知識を体系的

に学習することができる。

そして、経営組織論を中心

に、モチベーション、リー

ダーシップなど個人の視点

からの経営学の諸体系を学

び、習得することを目指す。

現実社会での応用を考慮

し、ケーススタディを多く

取り上げ、受講生との議論

を随時行う。 

専

門

科

目 

コ
ー
ス
共
通
科
目 

開発経済学  途上国には先進国にはない極端な貧困

や不平等、これらと関連した社会的問題が

存在するため、経済成長論だけに終わらな

い幅広い学際性のある理解が必要である。

まずは導入として開発経済学について、理

念を学ぶ。次に開発経済学の国内問題とし

て、課題と政策に関して、貧困と不平等、

人口増加と経済開発、都市化、人的資本、

農村開発、環境と開発について学ぶ。続い

て国際問題とマクロ経済について、課題と

政策に関して、国際貿易理論と開発政策、

海外融資、海外投資と海外援助、開発のた

めの金融と財政政策について学ぶ。最後に

開発経済学に関するテーマを１つ取り上

げ、グループプレゼンテーションを実施

し、クラスで討論する。 

 

（追加） 

専

門

科

目 

コ
ー
ス
共
通
科
目 

公共経済学 国際貢献のための「協力」の科学的意味

を理解し、実践に活かすためには、公共財

の自発的供給の意味を把握せねばならな

い。そのためには、公共経済学の理論体系

の全体像を正確に理解することが不可欠

である。 

この科目は、上記の目的を達成するため

に、具体的に以下の内容を講義していく。 

（追加） 
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先ずは、なぜ公共経済学が国際貢献のた

めの「協力」の理論基盤となるのか、につ

いて SDGｓを通じて解説する。次に、「市

場メカニズムの機能」「市場の失敗」「政府

の必要性と役割」「政府の失敗」といった

標準的な公共経済学の体系を説明する。そ

して、日本財政の現状と変遷、財政破綻の

国際化の紹介を通じて、政治学・国際政治

学との接続可能性を理解し、改めて国際貢

献のため「協力」の必要性を理解する。最

後に、「協力」と公共財の自発的供給の科

学的関係を示し、その状況が囚人のジレン

マとなること、そこから脱却するための具

体的方法を学問的に示し、国際貢献のため

の「協力」の今後について、受講生各自が、

今後自ら考えて行動するための方向性を

示す。 

 

専

門

科

目 

コ
ー
ス
共
通
科
目 

環境計画論 自然環境は従来地域の人々の積極的介

入によって管理されてきたことを振り返

る。その構造が変化し、条件が崩壊しよう

としている中で、外部からの力を借りるこ

とで自然環境を管理する手法も参考にし

ながら、新たな時代の環境計画の手法につ

いて事例を基に考えていく。また、各自、

各地域、各国が自地域の環境を護ることは

地球環境への大きな貢献であるとともに、

環境保全に取り組む余裕がない地域を援

助することが重要な地球環境問題の解決

になることもあわせて学ぶ。 

 

（追加） 

 

（新旧対照表）「設置の趣旨を記載した書類」（27～28ページ） 

新 旧 

6．教育方法、履修指導方法及び卒業要件 

（1）履修指導方法 

（中略） 

経済理論については、第 2セメスターでコア

科目の「経済学概論」(2単位)を必修として履

修する。次のステップとして「ミクロ経済学」・

6．教育方法、履修指導方法及び卒業要件 

（1）履修指導方法 

（中略） 

1年次の秋学期からコース履修が開始となる

が、その前の第 1セメスターに、コース共通科

目の「経済学の基礎Ｉ」を必修として履修する
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「マクロ経済学」の履修によって経済学の基礎

的な理論を修得する。さらに、応用科目の「開

発経済学」や「公共経済学」で学んだ理論を活

かし、「ユニバーサルツーリズム」・「エコ／グリ

ーンツーリズム」・「エスニックツーリズム」な

ど国際貢献と関連の深い科目との接続を図る。

経営学については第 1セメスターに、コア科目

の「経営学概論」(2単位)を必修として履修す

る。会計学については「会計学入門」(2単位)

を観光ビジネスコースの学生は必修として履修

し、経営学・会計学の基本的な考え方を修得す

る。そして「経営組織論」・「経営戦略論」・「企

業財務と会計」や他の国際貢献と関連の深い科

目との接続を図る。 

これらの科目の履修が国際貢献につながる体

系的なものとなるように、国際貢献と関連の深

い専門科目を履修する場合には先行して履修す

べき科目を指定し、履修条件をシラバスに明記

する。また、履修登録上限単位がある中で、各

コースの担当教員が、できる限り早い時期に受

講するよう履修指導する。 

 

ものとする。そして、1年次秋学期からコース

履修していく中で、第 1・第 2セメスターに配

置する「経済学の基礎Ⅱ」・「経営戦略論」・「経

営組織論」の 3科目を、他の専門科目に先行し

て履修すべき科目とする。この履修条件を他の

専門科目のシラバスに明記し、体系的な学修と

なるようにする。また、履修登録上限単位があ

る中で、各コースの担当教員はできる限り早い

時期にこれらの科目を受講するよう履修指導す

る。 

 

 

 

 

（新旧対照表）「設置の趣旨等を記載した書類」添付資料 5「グローバル観光学科のカリキュラム

構成図」 

新 旧 

＜別紙資料 1＞参照 ＜別紙資料 1＞参照 

 

（新旧対照表）「設置の趣旨等を記載した書類」添付資料 6「グローバル観光学科のカリキュラム

マップ」1～2ページ 

新 旧 

＜別紙資料 2＞参照 ＜別紙資料 2＞参照 

 

（新旧対照表）「設置の趣旨等を記載した書類」添付資料 7「グローバル観光学科の時間割」 

新 旧 

＜別紙資料 3＞参照 ＜別紙資料 3＞参照 

 

（新旧対照表）「設置の趣旨等を記載した書類」添付資料 14「グローバル観光学科観光政策コー

スの履修モデル」 

新 旧 
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＜別紙資料 4＞参照 ＜別紙資料 4＞参照 

 

（新旧対照表）「設置の趣旨等を記載した書類」添付資料 15「グローバル観光学科観光ビジネス

コースの履修モデル」 

新 旧 

＜別紙資料 5＞参照 ＜別紙資料 5＞参照 

 

（新旧対照表）「設置の趣旨等を記載した書類」添付資料 25「グローバル観光学科の編入学単位

認定要領」 

新 旧 

＜別紙資料 6＞参照 ＜別紙資料 6＞参照 

 

 

 

（新旧対照表）「設置の趣旨等を記載した書類」添付資料 28「グローバル観光学科観光政策コー

スの 3年次編入学生履修モデル」 

新 旧 

＜別紙資料 7＞参照 ＜別紙資料 7＞参照 

 

（新旧対照表）「設置の趣旨等を記載した書類」添付資料 29「グローバル観光学科観光ビジネス

コースの 3年次編入学生履修モデル」 

新 旧 

＜別紙資料 8＞参照 ＜別紙資料 8＞参照 

 

（新旧対照表）「教員名簿[教員の氏名等]」（グローバル観光学科 2～7ページ） 

新 旧 

＜別紙資料 9＞参照 ＜別紙資料 9＞参照 
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ホリグチ トモナガ

堀口 朋亨

Horiguchi Tomonaga

国際貢献学部　グローバル観光学科　専門科目　コア科目（必修）

科目名 経営学概論

能力要素 メイン 思考力・判断力

サブ 情報収集力・分析力

使用する言語 日本語100％

到達目標

講義題目

授業内容・計画

主な予定項目
第１週 企業経営の全体像

第２週 経営学の全体像

第３週 企業と社会

第４週 企業と金融資本・労働市場との関わり

第５週 企業と製品・サービス市場との関わり

第６週 競争戦略のマネジメント①：基本的な考え方

第７週 競争戦略のマネジメント②：違いを作る3つの基本戦略と仕組みの競争

第８週 多角化戦略のマネジメント

第９週 国際化のマネジメント

第１０週 マクロ組織のマネジメント

第１１週 ミクロ組織のマネジメント

第１２週 キャリアデザイン

第１３週 ファミリービジネスのマネジメント

第１４週 全体像の整理

授業についての留意点

評価基準

教科書

参考文献

評価方法

伊丹 敬之、 加護野 忠男（2003）『ゼミナール経営学入門　第3版』日本経済新聞社

定期試験

（1）経営学の基礎を理解する。
（2）経営学を実社会で応用できるような素地を築き上げる。　
（3）価値とはどのようなものから生まれてくるのかを考える力を身に付ける。

経営学概論

　経営学の基礎的な概念について学修すると同時に、次に続く「経営戦略論」、「経営組織論」に対
する理解への基盤を形成することを目指す。
　本講義では、企業の持つ社会的な意味をまず学び、組織や戦略の役割の概要を説明する。ま
た、キャリアデザインなど大学卒業後の実社会で生きていくために必要不可欠な知識も学ぶ。
　経営学という学問の性質から現実社会での応用を考慮し、ケーススタディを多く取り上げ、受講生
との議論を随時行う。

授業中に分からなかった用語や事象を自身ですぐに調べてください。

授業への取り組み 30％　試験 70％

加護野忠男、吉村典久編著（2012）『一からの経営学　第2版』碩学舎

配当年次 1年
開講学期 前期
単位 2単位

授業形態 講義
履修条件
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ミヨシ ユウスケ

三好 祐輔

Miyoshi Yusuke

国際貢献学部　グローバル観光学科　専門科目　コア科目（必修）

科目名 経済学概論

能力要素 メイン 思考力・判断力

サブ 主体的に取り組む力

使用する言語 日本語100％

到達目標

講義題目

授業内容・計画

主な予定項目
第１週 経済学の基本的考え方：十大原理、相互依存、交易からの利益

第２週 需要と供給 I：市場はどのように機能するか

第３週 需要と供給 II：市場と厚生

第４週 公共部門の経済学

第５週 企業行動と産業組織

第６週 労働市場の経済学

第７週 ミクロ経済学の基本振り返り。さらに学ぶための発展的事項

第８週 国民所得の測定

第９週 長期の実物経済

第１０週 長期における貨幣と価格

第１１週 開放マクロ経済学

第１２週 短期の経済変動

第１３週 マクロ経済の基本振り返り。経済政策に関する諸論争

第１４週 期末テスト：全体復習とまとめ

授業についての留意点

評価基準

教科書

参考文献

評価方法

福田慎一・照山博司 [2016]マクロ経済学・入門 第5版 (有斐閣アルマ)
倉澤資成[2013]入門価格理論第二版 (Kindle版)

平常試験

経済学の基本的考え方を習得し、経済現象や景気動向を自ら系統立てて理解するために必要な
視点を身に付ける。

この講義では、経済学の基礎的な理論であるミクロ経済学及びマクロ経済学の理論について、初
年次学生に必要な事項を幅広く理解する。

経済学の基本的考え方を習得することにより、経済現象や景気動向を自ら系統立てて理解するた
めに必要な視点を身に付けることを目指す。インセンティブと情報、価格システム、機会費用とト
レードオフ、需要と供給の価格理論などの考え方を身につけ、市場と効率性、公共部門、経済成
長、物価などのメカニズムについての理解を深めることで、大学での学びや社会人としての基礎を
築く。

講義前に、講義計画の内容を本で予習しておくこと。
講義後に、配付した資料や板書の内容を復習すること。

小テスト  70％　レポート  20％　授業での取り組み  10％

マンキュー [2014]入門経済学第2版（東洋経済新報社）

配当年次 １年

開講学期 後期

単位 2単位

授業形態 講義

履修条件
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ミズタニ サトル

水谷 覚

Mozitani Satoru

国際貢献学部　グローバル観光学科　専門科目　観光ビジネスコース科目（選択）

科目名 会計学入門

能力要素 メイン 情報収集力・分析力

サブ 思考力・判断力

使用する言語 日本語100％

到達目標

講義題目

授業内容・計画

主な予定項目
第１週 企業と経済・経営そして会計（会計の役割）

第２週 企業経営における会計の役割（CPA、証券市場などとの関係を中心に）

第３週 財務諸表について（貸借対照表と損益計算書の概要）

第４週 取引とその記録／仕訳の基本（勘定科目の説明を中心に）

第５週 商品取引の記録／仕入取引と売上取引（３分法処理）

第６週 仕訳と元帳転記／仕訳帳と総勘定元帳

第７週 決算１：総勘定元帳と合計残高試算表

第８週 決算２：残高試算表と６桁精算表

第９週 総合練習問題

第１０週 財務諸表の作成（減価償却費の計算など基礎的な決算修正事項の解説）

第１１週 ８桁精算表の基礎

第１２週 財務諸表分析（決算書の基本的な分析手法）

第１３週 会社と税金（税務会計論の基礎）

第１４週 とりまとめ

授業についての留意点

評価基準

教科書

参考文献

評価方法

適時指示する。

平常試験

企業会計に関する正しい知識とスキルを身につける。

会計学の基礎

　複式簿記ならびに財務諸表をはじめとする企業会計実務に関する基礎的な知識をしっかりとマス
ターすることが中心的な内容（授業のねらい）である。特に、複式簿記システムは世界共通であるこ
とからこの学習の重要性を理解する。複式簿記のしくみをしっかりとマスターすることで世界の企業
の決算書の概要は理解することができるようになる。会計の役割について企業からの見地ではな
く、社会的見地からも考察する。

授業時間外（予習・復習等）の学習は、予習以上に、むしろ復習に重点を置いて毎回の授業内容
を確実なものにすること。

筆記試験　50％　出席点ならびに小テスト 　50％

桜井久勝・須田一幸(2017)『財務会計・入門 第11版 -- 企業活動を描き出す会計情報とその活用
法 』有斐閣アルマ

配当年次 1年

開講学期 後期

単位 2単位

授業形態 講義

履修条件
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ミヨシ ユウスケ

三好 祐輔

Miyoshi Yusuke

国際貢献学部　グローバル観光学科　専門科目　コース共通科目（選択）

科目名 ミクロ経済学

能力要素 メイン 思考力・判断力

サブ 情報収集力・分析力

使用する言語 日本語100％

到達目標

講義題目

授業内容・計画

主な予定項目 第１回 イントロダクション 講義説明、ミクロ経済学の基礎知識
第２回 経済学の手法、ミクロ経済学の特徴、ミクロ経済学の流れ
第３回 需要と供給 需要曲線・供給曲線、弾力性、価格の決定、市場への介入
第４回 需要と供給のおさらい、経済数学演習
第５回 消費の理論 家計と起業、効用関数、予算制約式、無差別曲線、所得効果と代替効果
第６回 消費の理論のおさらい、経済数学演習

小テスト
第７回 消費理論の応用 労働供給、消費と貯蓄の選択、不確実性、顕示選好の理論
第８回 消費理論の応用のおさらい、経済数学演習
第９回 企業と費用 生産関数、等生産量曲線と等費用曲線、費用関数、短期と長期の費用曲

線
第１０回 企業と費用のおさらい、経済数学演習

小テスト
第１１回 生産の決定 利潤の最大化、市場の供給曲線
第１２回 生産の決定のおさらい、経済数学演習
第１３回 市場と均衡 完全競争、市場価格の調整メカニズム、市場取引の利益
第１４回 政策介入のコスト、資源配分の効率性、厚生経済学の基本定理
第１５回 市場と均衡のおさらい、経済数学演習

小テスト
第１６回 要素価格と所得配分 要素価格の決定、レントと固定的な生産要素、レントと土地の価格、初期

保有量と所得分配、所得再分配政策
第１７回 要素価格と所得配分のおさらい、経済数学演習
第１８回 独占 独占企業の行動、独占と市場、自然独占と規制、公益企業の料金規制、

参入をめぐる競争
第１９回 独占のおさらい、経済数学演習
第２０回 ゲームの理論 ゲーム論の構造、ナッシュ均衡、動学的なゲーム、繰り返しゲーム、経済

分析への応用
第２１回 ゲームの理論のおさらい、経済数学演習
第２２回 寡占 屈折需要曲線の理論、カルテル、クールノー均衡、ベルトラン均衡、シュ

タッケルベルグ・モデル、寡占と競争
第２３回 独占・寡占のおさらい、経済数学演習
第２４回 外部性 市場の失敗、ピグー課税、市場の創設、コースの定理、公共財
第２５回 外部性のおさらい、経済数学演習
第２６回 不完全情報 情報の非対称性、モラル・ハザード、エイジェンシーの理論、逆選択、自

己選択、シグナリング
第２７回 外部性・不完全情報のおさらい、経済数学演習
第２８回 期末テスト

ミクロ経済学の総括

授業についての留意点

評価基準

教科書

参考文献

評価方法

倉澤資成[2013]『入門価格理論第二版』(Kindle版) 
西村和雄[2011]『ミクロ経済学入門第3版』(岩波書店)
江副 憲昭他[2001]ミクロ経済学(現代経済学のコア)(勁草書房)

平常試験

ミクロ経済学の基礎的内容である消費者行動、生産者行動、完全競争市場を前提とした市場均衡の理論を習
得する。

市場のメカニズム、価格理論

ミクロ経済学の基本である消費者や企業の行う合理的な経済行動について、取引の場である市場について、取
引の結果として生じる資源配分について理解する。また、消費者の効用最大化、企業の費用関数と利潤最大
化、消費者余剰と生産者余剰について学び、資源配分の効率性を理解する。現実の経済問題を図と数式を用
いて説明及び分析できるようになるため、該当する内容の経済数学の基礎についてトレーニングを行う。

講義前に、講義計画の内容を本で予習しておくこと。講義後に、配付した資料や板書の内容を復習すること。

小テスト  70％　レポート  20％　授業での取り組み  10％

井堀利宏[2014]入門ミクロ経済学　第2版（新世社）
A.C. チャン、K. ウエインライト[2010]現代経済学の数学基礎〈上・下〉（シーエーピー出版）

配当年次 2年

開講学期 前期

単位 4単位

授業形態 講義

履修条件
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ミヨシ ユウスケ

三好 祐輔

Miyoshi Yusuke

国際貢献学部　グローバル観光学科　専門科目　コース共通科目（選択）

科目名 マクロ経済学

能力要素 メイン 思考力・判断力

サブ 主体的に取り組む力

使用する言語 日本語100％

到達目標

講義題目

授業内容・計画

主な予定項目 第１回 イントロダクション 講義説明、マクロ経済学の基礎知識、データ
第２回 マクロ経済学のデータ
第３回 古典派理論：長期の経済 国民所得、貨幣とインフレーション。
第４回 国民所得・貨幣理論のおさらい、経済数学演習
第５回 開放経済、失業
第６回 長期の経済のおさらい、経済数学演習

小テスト
第７回 景気循環理論：短期の経済 景気変動
第８回 景気変動のおさらい、経済数学演習

第９回 IS-LMモデルの構築と応用
第１０回 IS-LMモデルのおさらい、経済数学演習
第１１回 マンデル＝フレミング・モデルと為替相場制度、総供給および

インフレーションと失業の短期的トレードオフ
第１２回 短期の経済のおさらい、経済数学演習

小テスト
第１３回 成長理論：超長期の経済 経済成長１：資本貯蓄と人口成長
第１４回 経済成長１のおさらい、経済数学演習
第１５回 経済成長２：技術・実証・政策
第１６回 経済成長２のおさらい、経済数学演習
第１７回 マクロ経済政策論争 安定化政策
第１８回 政府負債と財政赤字
第１９回 マクロ経済論争のおさらい、経済数学演習

小テスト
第２０回 マクロ経済学のさらなるミクロ的基礎 消費
第２１回 投資
第２２回 消費・投資のおさらい、経済数学演習
第２３回 貨幣供給、貨幣需要と銀行システム
第２４回 貨幣供給と貨幣需要と銀行システムのおさらい、経済数学演

習
第２５回 総需要と総供給の動学モデル
第２６回 貨幣供給・貨幣需要と動学モデルのおさらい、経済数学演習
第２７回 わかっていることとわかっていないこと
第２８回 期末テスト

マクロ経済学の総括

授業についての留意点

評価基準

教科書

参考文献

評価方法

福田慎一・照山博司 [2016] マクロ経済学・入門 第5版 (有斐閣アルマ)
中谷巌 [2007]入門マクロ経済学 第5版(日本評論社)

平常試験

マクロ経済学の基礎的内容である国民所得・失業率・インフレーション・投資・貿易収支などの理論を習得す
る。

（1）経済学の基礎的な理論であるマクロ経済学の理論について深く理解する。
（2）インフレとデフレ、国民所得の決定メカニズム、消費と貯蓄と投資の理論、貨幣の需要と供給、乗数理論
とＩＳ－ＬＭ分析、経済政策の有効性について理解する。
（3）経済新聞の記事などを図と数式を用いて説明及び分析ができる。

マクロ経済学の基本的な理論（国民所得の決定、失業、IS-LM分析、総需要－総供給分析など）の理解を
確認したうえで、財政や金融政策などの経済政策の現実経済への応用力を養う。背景にある経済学的なも
のの考え方を知り、また関連する基礎的な経済数学も身につける。

講義前に、講義計画の内容を本で予習しておくこと。
講義後に、配付した資料や板書の内容を復習すること。

小テスト  70％　レポート  20％　授業での取り組み  10％

マンキュー [2011]マクロ経済学（第3版）1入門篇(東洋経済新報社)
マンキュー [2012]マクロ経済学（第3版）2応用篇(東洋経済新報社)
A.C. チャン、K. ウエインライト[2010]現代経済学の数学基礎〈上・下〉（シーエーピー出版）

配当年次 2年

開講学期 前期

単位 4単位

授業形態 講義

履修条件
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ミズタニ サトル

水谷 覚

Mozitani Satoru

国際貢献学部　グローバル観光学科　専門科目　コース共通科目（選択）

科目名 企業財務と会計

能力要素 メイン 情報収集力・分析力

サブ 思考力・判断力

使用する言語 日本語100％

到達目標

講義題目

授業内容・計画

主な予定項目
第１週 ガイダンス　貸借対照表と損益計算書の仕組みと法制度

第２週 財務分析とは何か：財務分析の意義と内容

第３週 財務分析と企業会計：財務諸表のしくみ

第４週 収益性分析

第５週 損益分岐点分析

第６週 安全性分析

第７週 生産性分析

第８週 成長性分析

第９週 資本の調達と運用

第１０週 キャッシュ・フロー分析

第１１週 リスク管理と社会性分析

第１２週 財務分析の総合評価

第１３週 ケース・スタディ

第１４週 総括

授業についての留意点

評価基準

教科書

参考文献

評価方法

伊藤邦雄（2014）『新・企業価値評価』日本経済新聞出版社
砂川伸幸（2017）『コーポレートファイナンス入門〈第2版〉』 日経文庫

平常試験

・企業経営と財務（会計）の関係を理解する。
・財務諸表の見方を理解する。
・財務分析に関する基本的な手法を考察する。

企業財務と会計

　本講義では，企業の経営実態を財務的側面から明らかにするために，企業が公表する財務諸表
等の情報を，利用者の立場からどのように理解して分析を行うかを学ぶ。財務分析の基本的手法
の体系的な理解を目的として，企業財務に関する身近な事例を取り上げて解説する予定である。

授業時間外（予習・復習等）の学習で、上場企業が発行する有価証券報告書が読めるように，簿
記・会計学の基本的な内容を再確認しておくこと。

レポート試験 50%　ケーススタディレポート 20%　出席状況 30%

授業時に随時資料を配付する。

配当年次 2年

開講学期 前期

単位 2単位

授業形態 講義

履修条件
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ホリグチ トモナガ

堀口 朋亨

Horiguchi Tomonaga

国際貢献学部　グローバル観光学科　専門科目　コース共通科目（選択）

科目名 経営組織論

能力要素 メイン 思考力・判断力

サブ 情報収集力・分析力

使用する言語 日本語100％

到達目標

講義題目

授業内容・計画

主な予定項目
第１週 経営学における組織論

第２週 組織とは

第３週 テイラーとファヨール

第４週 組織ルーチンと組織学習

第５週 モチベーション①：マズローの欲求の階層と二要因理論

第６週 モチベーション②：外発的動機づけ

第７週 モチベーション③：期待理論と内発的動機づけ

第８週 キャリア

第９週 リーダーシップ①：特性説、カリスマ説、代替性説等の諸説

第１０週 リーダーシップ②：信頼とリーダーシップ

第１１週 組織文化①：組織文化の形成要因

第１２週 組織文化②：企業統治の形態と組織文化

第１３週 変革の理論と実際

第１４週 全体像の整理

授業についての留意点

評価基準

教科書

参考文献

評価方法

高橋伸夫（2011）『よくわかる経営管理』ミネルヴァ書房

平常試験

（１）経営学の基礎理論を修得できる。
（２）経営組織論の理論体系を実社会で応用できるような素地を築き上げる。

経営組織論

　「経営戦略論」と併せて受講することで、経営学の基礎的な概念・知識を体系的に学修することが
できる。　本講義では、経営組織論の諸体系の修得を目指す。経営組織論を学ぶ際には、マクロ組
織論及びミクロ組織論の双方の理解が必要である。例えば、外部環境が組織に如何様な影響を与
えるかという視点やモチベーション、リーダーシップなど組織における人間の行動がいかなるもので
あるのかという視点から学ぶ。
　経営学という学問の性質から現実社会での応用を考慮し、ケーススタディを多く取り上げ、受講生
との議論を随時行う。

授業中に分からなかった用語や事象を自身ですぐに調べてください。

授業への取り組み 30％　試験 70％

田尾雅夫（2010）『よくわかる組織論』ミネルヴァ書房

配当年次 2年

開講学期 前期

単位 2単位

授業形態 講義

履修条件
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ホリグチ トモナガ

堀口 朋亨

Horiguchi Tomonaga

国際貢献学部　グローバル観光学科　専門科目　コース共通科目（選択）

科目名 経営戦略論

能力要素 メイン 思考力・判断力

サブ 情報収集力・分析力

使用する言語 日本語100％

到達目標

講義題目

授業内容・計画

主な予定項目
第１週 経営戦略を学ぶにあたって

第２週 経営戦略とは（競争戦略と全社戦略）

第３週 競争戦略の学説（外部環境①：差別化）

第４週 競争戦略の学説（外部環境②：コスト・リーダーシップ）

第５週 競争戦略の学説（外部環境③：ポジショニング）

第６週 競争戦略の学説（内部資源①：リソース・ベースド・ビュー）

第７週 競争戦略の学説（内部資源②：プロセス型戦略論）

第８週 競争戦略の学説（内部資源③：コア・コンピタンス）

第９週 ドメインの策定

第１０週 全社戦略

第１１週 多角化戦略

第１２週 国際＆グローバル戦略

第１３週 垂直統合と水平統合

第１４週 全体像の整理

授業についての留意点

評価基準

教科書

参考文献

評価方法

沼上幹（2009）『経営戦略の思考法』日本経済新聞社

平常試験

（1）経営学の基礎理論を修得できる。
（2）経営戦略論の理論体系を実社会で応用できるような素地を築き上げる。

経営戦略論

　「経営組織論」と併せて受講することで、経営学の基礎的な概念・知識を体系的に学修することが
できる。　本講義では、経営戦略論の諸体系の修得を目指す。競争戦略には、内部資源からアプ
ローチするものと外部環境からアプローチするものの二通りの方法論がせめぎ合っているが、両方
法論とも一定の説得力を持つものであり、その双方の理解が求められる。その為、本講義では、基
礎的な概念の説明を行うと同時に、ポーター並びにハメル＆プラハラードの代表的な学説にも言及
することとする。その後に、企業全体の事業構成のあり方によって競争優位の確立を目指す、全社
戦略の枠組みを学修する。
　経営学という学問の性質から現実社会での応用を考慮し、ケーススタディを多く取り上げ、受講生
との議論を随時行う。

授業中に分からなかった用語や事象を自身ですぐに調べてください。

授業への取り組み 30％　試験 70％

網倉久永、新宅 純二郎（2011）『経営戦略入門』日本経済新聞社

授業形態 集中講義

履修条件

配当年次 2年

開講学期 後期

単位 2単位
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イナミ ヒロミ

伊波 浩美

Inami Hiromi

国際貢献学部　グローバル観光学科　専門科目　コース共通科目（選択）

科目名 開発経済学

能力要素 メイン 情報収集力・分析力

サブ 思考力・判断力

使用する言語 日本語100％

到達目標

講義題目

授業内容・計画

主な予定項目 第１週 開発経済学とは？

第２週 経済発展の比較分析

第３週 経済成長と開発の古典的理論

第４週 貧困と不平等

第５週 人口増加と経済開発

第６週 都市化及び農村から都市への人口移動

第７週 人的資本：経済開発における教育と健康

第８週 農業の変容と農村開発

第９週 環境と開発

第１０週 国際貿易理論と開発戦略

第１１週 海外融資、海外投資と海外援助

第１２週 開発のための金融と財政政策

第１３週 グループプレゼンテーション

第１４週 総括

授業についての留意点

評価基準

教科書

参考文献

評価方法

黒崎卓・山形辰史(2003)「開発経済学：貧困削減へのアプローチ」日本評論社

平常試験

途上国独自の貧困や不平等といった問題の解決には何が必要で、そのためにどのような政策的な
取り組みがなされているのか、経済学の応用分野として全体像が理解できるようになること。

開発経済学は20世紀半ば、多くの国が植民地から独立し、本格的な発展を希求する中で本格的に
発展した、比較的新しい分野で、いくつかの特徴を備えている。
まず、途上国には先進国にはない極端な貧困や不平等、これらと関連した社会的問題が存在する
ため、経済成長論だけに終わらない幅広い学際性が存在する。例えば農村開発は農業経済学、人
的資源開発は教育学、腐敗問題では政治学などとの接点がある。
次に貧困及びそこから発生するさまざまな問題の解決を図る｢政策科学｣としての側面も強い。伝統
的な経済理論がそのままでは政策に結びつかないこともあり、実態を実証的に把握し、政策につな
げる、という作業が不可欠な分野であり、また経済学の中でも優れて応用的な分野といえる。
さらに20世紀後半から今日に至るまで、いわゆるグローバル化の影響は途上国にも急速に及んで
いる。
　本講義は初めて開発経済学に触れる者を対象として現代途上国の課題をバランスよく取り上げ、
こうした特性を持つ開発経済学の全体像に理解を深めることを目的とする。前半では主として伝統
的な開発経済学の論点を国内問題を中心にカバーし、後半ではグローバル化の下での開発を検
討して行く。

途上国には先進国にはない極端な貧困や不平等、これらと関連した社会的問題が存在するため、
経済成長論だけに終わらない幅広い学際性のある理解が必要である。まずは導入として開発経済
学について、理念を学ぶ。次に開発経済学の国内問題として、課題と政策に関して、貧困と不平
等、人口増加と経済開発、都市化、人的資本、農村開発、環境と開発について学ぶ。続いて国際
問題とマクロ経済について、課題と政策に関して、国際貿易理論と開発政策、海外融資、海外投資
と海外援助、開発のための金融と財政政策について学ぶ。最後に開発経済学に関するテーマを１
つ取り上げ、グループプレゼンテーションを実施し、クラスで討論する。

事前に「ミクロ経済学」、「マクロ経済学」を履修していること。
履修生は予習、授業中の積極的参加、復習とグループワークに誠心誠意従事すること。

期末試験　60％　グループプレゼンテーション　20％　授業への積極的参加 20％

マイケル・トダロ、ステファン・スミス（2010）「トダロとスミスの開発経済学」ピアソン

配当年次 3年

開講学期 前期

単位 2単位

授業形態 講義

履修条件
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フジモト シゲル

藤本 茂

Fujimoto Shigeru

国際貢献学部　グローバル観光学科　専門科目　コース共通科目（選択）

科目名 公共経済学

能力要素 メイン 思考力・判断力

サブ 問題発見力・解決力

使用する言語 日本語100％

到達目標

講義題目

授業内容・計画

主な予定項目 第１週 コース説明、国際貢献のための公共経済学とは

第２週 SDGｓに見る「協力」の意味－政治学・国際政治学と公共経済学の協働

第３週 市場メカニズムの機能（1）需要関数/曲線と供給関数/曲線

第４週 市場メカニズムの機能（2）効率的資源配分：部分均衡分析による理解

第５週 市場メカニズムの機能（3）効率的資源配分：一般均衡分析による理解

第６週 市場の失敗（1）外部性：公共財と政府の必要性

第７週 市場の失敗（2）外部性：公害と政府の役割－ピグー税とコースの定理

第８週 市場の失敗（3）自然独占と政府の役割

第９週 市場の失敗（4）情報の非対称性と政府の役割－モラルハザードと逆選択

第１０週 政府の役割を果たすために（1）：日本の国家財政

第１１週 政府の役割を果たすために（2）：望ましい税体系とは

第１２週 政府の失敗と財政問題の国際化－政治学・国際政治学と公共経済学の接点

第１３週 国際貢献のための「協力」（1）公共財の自発的供給と囚人のジレンマ

第１４週 国際貢献のための「協力」（2）囚人のジレンマからの脱却－まとめにかえて

授業についての留意点

評価基準

教科書

参考文献

評価方法

・吉田和男・藤本茂編著『グローバルな危機と日本の戦略』晃洋書房、2013年
・その他、講義中に指示をする。

平常試験

公共財概念を介した、政治学・国際政治学との協働を意識し、国際貢献のための理論的基盤たる
公共経済学の体系を理解する。

国連がかかげる「持続可能な開発目標（Sustainable Development Goals：SDGs）」は、平和な国際
社会の具体的イメージである。国際社会の構成員は、それぞれの立場から、SDGｓ達成への「協
力」という国際貢献がもとめられる。この科目は、この国際貢献のための「協力」に科学的意味をあ
たえ、受講生が今後のキャリアの中で行動していく際の理論的基盤を提供する。国際貢献のため
の「協力」の論理構造は、公共財の自発的供給で説明される。そして、この公共財概念を介して、
政治学・国際政治学とのインターフェース＝コア理論となるのが、公共経済学である。以上をふまえ
て、この科目では、国際貢献のための諸分野をつなぐハブとして公共経済学を位置付け、その体
系を講義する。

国際貢献のための「協力」の科学的意味を理解し、実践に活かすためには、公共財の自発的供給
の意味を把握せねばならない。そのためには、公共経済学の理論体系の全体像を正確に理解す
ることが不可欠である。
この科目は、上記の目的を達成するために、具体的に以下の内容を講義していく。先ずは、なぜ公
共経済学が国際貢献のための「協力」の理論基盤となるのか、についてSDGｓを通じて解説する。
次に、「市場メカニズムの機能」「市場の失敗」「政府の必要性と役割」「政府の失敗」といった標準
的な公共経済学の体系を説明する。そして、日本財政の現状と変遷、財政破綻の国際化の紹介を
通じて、政治学・国際政治学との接続可能性を理解し、改めて国際貢献のため「協力」の必要性を
理解する。最後に、「協力」と公共財の自発的供給の科学的関係を示し、その状況が囚人のジレン
マとなること、そこから脱却するための具体的方法を学問的に示し、国際貢献のための「協力」の今
後について、受講生各自が、今後自ら考えて行動するための方向性を示す。

・事前に「ミクロ経済学」、「マクロ経済学」を履修していること。また、事前に配布する講義スライドを
必ず予習すること。
・講義は、アクティブラーニングの手法を用いて展開されるため、能動的な授業への貢献は必須で
ある。
・講義終了後の復習も欠かさず取り組む事。

ミニッツペーパーと小テスト（ともに毎回） 50％　期末試験（筆記試験） 50％

上村敏之『公共経済学入門』新世社、2011年

配当年次 3年

開講学期 前期

単位 2単位

授業形態 講義

履修条件
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ヨシカネ ヒデオ

兼　 　秀夫

Yoshikane Hideo

国際貢献学部　グローバル観光学科　専門科目　コース共通科目（選択）

科目名 環境計画論

能力要素 メイン 情報収集力・分析力

サブ 問題発見力・解決力

使用する言語 日本語100%

到達目標

講義題目

授業内容・計画

主な予定項目
第１週 環境計画の捉え方

第２週 環境問題の変遷と地球環境問題の課題

第３週 身近な生活から地球環境問題を考える

第４週 社会的ジレンマと環境配慮行動

第５週 新しいコモンズと環境計画

第６週 生物の多様性と里山保全活動を考える

第７週 ワークショップ：身近な環境破壊を考える

第８週 環境計画の取り組み１：市民運動の取り組み

第９週 環境計画の取り組み2：エコツアーとエコミュージアム

第１０週 環境計画の取り組み3：公共交通と環境政策

第１１週 環境計画の取り組み４：環境教育

第１２週 諸外国の環境問題と環境計画

第１３週 ワークショップ：環境計画の提案

第１４週 本講義のまとめ

授業についての留意点

評価基準

教科書

参考文献

評価方法

環境白書、山岸俊男「社会的ジレンマ」（PHP新書）、石弘之「地球環境報告」（岩波新書）、レイ
チェルカーソン「沈黙の春」（新潮文庫）

平常試験

現在の地球環境を取り巻く問題を社会変化とともに理解する知識を身につけ、世代内・世代間
の公平を意識した持続的な快適環境を維持する計画手法を修得する。

環境計画論

自然環境は従来地域の人々の積極的介入によって管理されてきたことを振り返る。その構造が
変化し、条件が崩壊しようとしている中で、外部からの力を借りることで自然環境を管理する手法
も参考にしながら、新たな時代の環境計画の手法について事例を基に考えていく。また、各自、
各地域、各国が自地域の環境を護ることは地球環境への大きな貢献であるとともに、環境保全
に取り組む余裕がない地域を援助することが重要な地球環境問題の解決になることもあわせて
学ぶ。

授業への積極的参加を望みます。授業中提示する課題を積極的に取り組むこと。自身の日々
の環境配慮行為を意識しながら受講すること。

試験　60％、提出物 30％、発言力 10％

必要に応じて資料指示

配当年次 3年次

開講学期 後期

単位 2単位

授業形態 講義

履修条件
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ノザキ シュンイチ

野﨑 俊一

Nozaki Shunichi

国際貢献学部　グローバル観光学科　専門科目　コース共通科目（選択）

科目名 観光消費者行動論

能力要素 メイン 情報収集力・分析力

サブ 思考力・判断力

使用する言語 日本語100%

到達目標

講義題目

授業内容・計画

主な予定項目
第１週 イントロダクション （消費行動の基本）

第２週
消費行動与える影響　（社会的要因、文化的要因、パーソナル要因、情報ネット
要因）

第３週 消費者行動の心理学的アプローチ

第４週 購買行動モデルの基本

第５週 基礎的な購買行動の意思決定理論

第６週 観光行動の歴史的変遷

第７週 観光行動の事例：　個人・グループ・組織等の欲求編

第８週 観光行動の事例：　企業、自治体、国等のプロモーション編

第９週 観光行動の事例：　競争関係編（都市間、観光地、観光施設など）

第１０週 インバウンド観光者の観光行動

第１１週 観光回遊の行動特性

第１２週 都市型観光の行動特性

第１３週 自然環境型観光の特性

第１４週 まとめと補足

授業についての留意点

評価基準

教科書

参考文献

評価方法

田中　洋　（2015）『消費者行動ベーシック＋』中央経済社、橋本俊哉編（2013）『観光行動論 (観
光学全集 第 4巻) 』原書房

平常試験

観光者の主要観光地別における心理学的・行動論的な見方について事例研究を中心に学び、
観光現象を消費行動から理解する。加えて、観光に携わるサービス提供者の立場からみた観光
地づくりを推進する上で観光者の観光行動がどのように影響するかにつての視点を理解する。

消費者行動の基本と観光行動にみる観光特性

観光現象を建物や施設などハードウエアから理解するのではなく、観光現象をより心理面例え
ば、「感性」の役割と重要性を重視する。まず、観光者の訪問欲求・動機と旅行経験から観光者
自身が経験を経る度に「成長する観光者」という動態的アプローチを理解し、その上で観光行動
に及ぼす影響が大きくなり始めたSNS（ソーシャル・ネット・ワーク）はじめ消費行動に及ぼす消費
行動モデルを学ぶ。最後に、観光回遊行動、都市型観光、自然環境型観光など特徴的観光行
動の事例から観光者の観光行動と観光に携わるサービス提供者に求められる政策と課題につ
いて検討する。

教科書はしていませんが参考文献『消費者行動ベーシック＋』は授業前に指定の章を事前に読
むことと理解度がより高まります。観光行動の事例研究は関連HP事前勉強すること。観光行動
の事例研究は配布資料の復習が必須。

レポート40％、期末試験60％

使用する教材は、講義時に配布します。

配当年次 2年次

開講学期 前期

単位 2単位

授業形態 講義

履修条件
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（改善意見） 国際貢献学部 グローバル観光学科 

３． ＜第一次審査意見３の回答について＞ 

１年次後期からコースごとに履修するのであれば、登録者に偏りがあった場合に実施する面接の時

期や使用する教室を含む１年次後期の開講授業科目の決定時期を説明すること。 

 

（対応） 

コース定員は、観光政策コースが入学定員の 40％、観光ビジネスコースが 60％としている。エ 

ントリーシートによる登録締切りの 7月末時点で、どちらかのコースの登録者数が 75％を超えな

ければ人数調整は行わない。ただし、観光政策コースでは人数的な制約がある情報処理教室で授

業を行う「New Media Marketing in Tourism」が必修となっているため、観光政策コースの登録

者数が 40％以上となった場合は、第 2セメスターで情報処理教室を使用する「New Media Marketing 

in Tourism」を 2コマ開講して対応する。 

いずれかのコースが 75％以上となった場合は、9 月中旬の春学期履修科目ガイダンス期間中に

エントリーシートに記載した志望理由や専門科目 3 科目（「グローバル観光概論」・「観光社会学」・

「観光地理学」）の成績を参考に面接を行い、人数の調整を行う。面接の結果は秋学期の登録期間

（9月 20日から約１週間）前に発表し、学生はこれを踏まえて履修科目の登録を行うこととする。

また、学生が 2 年次の初めにコース変更を申し出た場合は、面接を行い、1 年次で修得すべき 2

科目を取り直すことを条件に変更を認める。 

以上のコース登録に関することについては、入学時に配布する単位修得要領に記載し、授業科

目オリエンテーションや入学時のガイダンス等で全学生に周知しておく。さらに、Community 

Engagement Workshop Iの担当教員（アカデミック・アドバイザー）が学生に個別指導する。 

また、「グローバル観光概論」、「観光社会学」、「観光地理学」の 3科目のシラバスには、コース

選択の評価対象となる旨を明記する。 

 これらの説明を加えるため「設置の趣旨を記載した書類」を修正し、「グローバル観光概論」、

「観光社会学」、「観光地理学」のシラバスを資料として提出する。 

 

（新旧対照表）「設置の趣旨を記載した書類」（27ページ） 

新 旧 

6．教育方法、履修指導方法及び卒業要件 

（1）履修指導方法 

（中略） 

グローバル観光学科のコース定員は入学者に

対して、観光政策コース 40％、観光ビジネスコ

ース 60％とする。登録については 1年次の 7月

にエントリーシートにより行う。エントリーシ

ートによる登録締切の 7月末時点で、どちらか

のコースの登録者数が 75％を超えなければ人

数調整は行わない。ただし、観光政策コースで

は人数的な制約がある情報処理教室で授業を行

う「New Media Marketing in Tourism」が必修

となっているため、観光政策コースの登録者数

が 40％以上となった場合は、第 2セメスターで

6．教育方法、履修指導方法及び卒業要件 

（1）履修指導方法 

（中略） 

グローバル観光学科のコース定員は入学者に

対して、観光政策コース 40％、観光ビジネスコ

ース 60％とする。登録については 1年次の 7月

にエントリーシートにより行うが、可能な限り

希望した学生が登録できるよう開講コマ数を調

整して対応する。万一、登録者数に極端な偏り

があった場合は、エントリーシートに記載した

学生の志望理由、志望度の高さやコースに関連

する専門科目（先行して履修する科目）の成績

等を参考に面接で選考し、人数を調整する。 
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2コマ開講して対応する。 

いずれかのコースが 75％以上となった場合

は、9月中旬の春学期履修科目の成績ガイダン

ス期間中に、エントリーシートに記載した学生

の志望理由、志望度の高さやコースに関連する

専門科目（先行して履修するグローバル観光概

論・観光社会学・観光地理学の 3科目）の成績

等を参考に面接を行い、人数の調整を行う。面

接の結果は秋学期の登録期間（9月 20日から約

１週間）前に発表し、学生はこれを踏まえて履

修科目の登録を行う。また、学生が 2年次の初

めにコース変更を申し出た場合は、面接を行い、

1年次で修得すべき 2科目を取り直すことを条

件に変更を認める。 

以上のコース登録に関することは、入学時に

配布する単位修得要領に記載し、授業科目オリ

エンテーションや入学時のガイダンス等で全学

生 に 周 知 し て お く 。 さ ら に 、 Community 

Engagement Workshop I の担当教員（アカデミ

ック・アドバイザー）が学生に個別指導する。

また、「グローバル観光概論」、「観光社会学」、

「観光地理学」の 3 科目のシラバスには、コー

ス選択の評価対象となる旨を明記する。 
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ハラ カズキ

原 一樹

Hara Kazuki

国際貢献学部　グローバル観光学科　専門科目　コア科目（必修）

科目名 グローバル観光概論

能力要素 メイン 思考力・判断力

サブ 問題発見力・解決力

使用する言語 日本語100％

到達目標

講義題目

授業内容・計画

主な予定項目 第１週 観光とは何か　―様々な定義を巡って

第２週 観光の世界的な広がり　―グローバル化の中で

第３週 観光と人間　　―哲学者・思想家は観光をどう語ってきたか

第４週 観光と倫理①　―観光と持続可能な開発目標

第５週 観光と倫理②　―観光産業、観光経験、観光者と倫理的諸問題

第６週 観光と前近代社会　―宗教・巡礼文化と観光

第７週 観光と近代社会　 　―大衆観光の成立と発展

第８週 観光と現代社会　   ―ニューツーリズムと様々な文化

第９週 観光と国家政策　   ―各国の観光への取組み

第１０週 観光と「まちづくり」  ―日本の現状を踏まえて

第１１週 観光ビジネスの現状①　―旅行・宿泊・交通産業を巡って

第１２週 観光ビジネスの現状②　―広がりゆく可能性

第１３週 観光と文化　―観光に関する文化をどう研究するか

第１４週 全体のまとめ　―「観光学」は何を目指すか

授業についての留意点

評価基準

教科書

参考文献

評価方法

『観光学ガイドブック』（大橋昭一・橋本和也・遠藤英樹・神田孝治編、ナカニシヤ出版、2014年）
『ここからはじめる観光学』（大橋昭一・山田良治・神田孝治編、ナカニシヤ出版、2016年）
『観光研究のキーコンセプト』（小槻文洋・原一樹ほか訳、現代図書、2014年）

平常試験

観光が現代のグローバル化社会で持つ政治・経済・文化的意味や影響力に関する基礎的知識を
得る。

グローバル観光概論

　国際的な旅客移動の更なる活発化が予想されている現在、グローバル観光が人類社会において
持つ意義は、政治的・経済的・文化的に今後ますます高まっていくと言えよう。
　この講義では、観光を学ぶ初学者への入門編として、旅や観光が人間にとって有する思想的・倫
理的な意味、観光が国家や地域に与える経済的・政治的影響、観光が生み出す文化や産業の
様々なあり方を、観光学理論の知見を基礎に、国内外の事例を取り上げつつ学習する。

・グローバル観光学科の学習の基礎となる科目です。1年次秋からのコース選択にあたり、選抜評
価基準となる科目の一つでもありますので、その点に留意しつつ、しっかりと受講して下さい。
・授業では適宜、講師との対話や受講生同士の意見交換の機会を設けます。コメントシートを毎回
配布し、成績評価に組み込みますので、積極的に受講して下さい。
・各授業の冒頭に、前回の授業内容の理解度を確認する小テストを行います。配布資料やPPTスラ
イドを十分に復習して臨むようにして下さい。
・学期末にレポート（3000字程度）を執筆して貰いますので、常に授業内容に関する問題意識を持
ち、自分なりに更に学びたい内容を反省しつつ、毎回の授業に臨んで下さい。
・なお、この科目の成績はコース登録の人数調整をする場合の参考にします。

受講態度（コメントシート記入内容含む）30％、小テスト45％、学期末レポート25％

特に指定しない。

配当年次 1年
開講学期 前期
単位 2単位

授業形態 講義
履修条件
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ヨシカネ ヒデオ

兼　 　秀夫

Yoshikane Hideo

国際貢献学部　グローバル観光学科　専門科目　コース共通科目（必修）

科目名 観光社会学

能力要素 メイン 問題発見力・解決力

サブ 情報収集力・分析力

使用する言語 日本語100％

到達目標

講義題目

授業内容・計画

主な予定項目
第１週 観光社会学の射程

第２週 観光社会学の基礎理論　（D・ブーアスティン、D・マッキャーネル、J・アーリ)

第３週 観光現象の系譜　観光革命の視点から

第４週 マスツーリズムの登場とゲストとホストの関係

第５週 観光期待の変化と観光における「図と地」論

第６週 「地」の観光創造の方法　エコミュージアムと観光者創造

第７週 新しい観光現象１　エコツーリズム

第８週 新しい観光現象４　ヘリテージツーリズム

第９週 新しい観光現象２　コンテンツツーリズム（１）

第１０週 新しい観光現象３　コンテンツツーリズム（２）

第１１週 観光におけるコミュニケーション

第１２週 京都の観光社会学的分析

第１３週 観光社会学実践

第１４週 まとめ

授業についての留意点

評価基準

教科書

参考文献

評価方法

「国際観光学を学ぶ人のために」（世界思想社）
「エコツーリズムを学ぶ人のために」」（世界思想社）
「地域創造のための観光マネジメント講座」（学芸出版社）

平常試験

現代社会における観光のあり方をグローバル化した現代社会の特徴との関係において分析でき
る力を養う。

観光社会学

グローバル化、ICTの飛躍的革新、環境保全意識の重視、高齢化、人口減少、人口の過度の都
市集中など観光現象に影響する社会現象の変化を観光現象の変化との関連において分析す
る。　一方、現代社会が持つ「観光的側面」を探究することで現代社会を分析する力も身につけ
る。また、コンテンツツーリズムに見られる現象などから、観光がもたらす社会統合の力を理解す
ることを目的とする。

授業への積極的参加を望みます。授業中提示する課題に積極的に取り組むとともに、社会現象
にいつも敏感に興味を持ち、自らが良き観光者になるための方法を意識しながら受講してほし
い。
なお、この科目の成績はコース登録の人数調整をする場合の参考にします。

試験　６０％
提出物　４０％

使用する資料を授業中に指示する。

配当年次 1年次

開講学期 前期

単位 2単位

授業形態 講義

履修条件
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ヒロオカ ユウイチ

廣岡 裕一

Hirooka Yuichi

国際貢献学部　グローバル観光学科　専門科目　コース共通科目（必修）

科目名 観光地理学

能力要素 メイン 情報収集力・分析力

サブ 想像力・企画力

使用する言語 日本語100％

到達目標

講義題目

授業内容・計画

主な予定項目 第１週 世界の観光地とその地理的考察（総論）

第２週 韓国の観光地としての地理的考察

第３週 中国の観光地としての地理的考察

第４週 台湾の観光地としての地理的考察

第５週 香港・マカオ・フィリピンの観光地としての地理的考察

第６週 ベトナム・カンボジア・タイ・ミャンマーの観光地としての地理的考察

第７週 マレーシア・インドネシアの観光地としての地理的考察

第８週 イギリス・フランスの観光地としての地理的考察

第９週 ドイツ・スイス・オーストリア・ベネルクスの観光地としての地理的考察

第１０週 スペイン・ポルトガルの観光地としての地理的考察

第１１週 イタリア・地中海の観光地としての地理的考察

第１２週 オセアニア・南太平洋の観光地としての地理的考察

第１３週 ハワイ・グアムの観光地としての地理的考察

第１４週 アメリカ本土・カナダの観光地としての地理的考察

授業についての留意点

評価基準

教科書

参考文献

評価方法

『旅に出たくなる地図 世界』帝国書院編集部

定期試験

世界の観光資源の主要を把握する。その上で、それぞれをいかに観光振興に生かせるかを考える
ことができるようなる。

世界の観光資源の地理的考察
観光地の潜在力
観光地の空間とイメージ

　世界の観光資源について講じる。日本からの旅行目的国として、韓国、中国、台湾、東南アジア
各国、ヨーロッパ主要国、アメリカ本土、ハワイ等の観光事情、現状、課題及び各国の主要な観光
地や観光資源について述べる。選定する観光地は、旅行商品として商品化されている地を中心
に、それらがいかに売られているかの視点も加える。また、それぞれに抱える問題点についても言
及し、世界の主要な観光地や観光資源についての現状と課題を理解する。

観光地の地理的把握に関しては空間的な位置関係を把握することが第一なので地図必携のこと。
観光地として存立するには各地の自然的要素、文化諸相、政治、社会環境などの共通性が観察で
きる。この視角をもって、観光資源たる地理的条件を考察する分析力を養うこと。
なお、この科目の成績はコース登録の人数調整をする場合の参考にします。

講義への取り組み　20％　　、　期末試験　80％

使用しない、必要な資料を毎回配布する

配当年次 1年

開講学期 前期

単位 2単位

授業形態 講義

履修条件
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（改善意見） 国際貢献学部 グローバル観光学科 

４． ＜第一次審査意見５の回答について＞  

観光学の理論系の科目として設定している「観光社会学」「観光地理学」「観光人類学」は各

コースの履修科目となっているが、これらの科目は観光学を学修する上で必要な科目である

ため、コース共通科目とし、全学生が修得できるように履修要件を見直すこと。 

 

（対応） 

観光学を学修する上で必要な科目であるため、観光学の理論系科目として配置する「観光社会

学」、｢観光地理学｣、「観光人類学」の 3 科目は、コース共通科目の必修科目とし、全学生が履修

することに変更する。 

なお、この見直しに伴って、履修登録上限単位を設定している関係から他の科目の配当年次を

支障のない範囲で変更する。 

これらの履修要件の見直しについて「教育課程等の概要」、「設置の趣旨を記載した書類」を修

正し、「観光社会学」、｢観光地理学｣、「観光人類学」のシラバスを資料として提出する。 

 

（新旧対照表）「教育課程等の概要」（グローバル観光学科 1ページ） 

新 旧 

グローカル地域研究 A  2前 選択 2単位 グローカル地域研究 A  1後 選択 2単位 

グローカル地域研究 B  2前 選択 2単位 グローカル地域研究 A  1後 選択 2単位 

観光行政・政策論  2前 選択 2単位 観光行政・政策論  1後 選択 2単位 

観光社会学 1前  必修  2単位 観光社会学 1前 選択 2単位 

観光地理学 1前 必修 2単位 観光地理学 1前 選択 2単位 

観光人類学 1後 必修 2単位 観光人類学 1後 選択 2単位 

 

（新旧対照表）「設置の趣旨を記載した書類」（28ページ） 

新 旧 

6．教育方法、履修指導方法及び卒業要件 

（1）履修指導方法 

（中略） 

観光学に関する理論系の「観光社会学」「観光

地理学」「観光人類学」の 3科目はコース共通科

目の必修とし、グローバル観光学科の全学生が

履修する。 

6．教育方法、履修指導方法及び卒業要件 

（1）履修指導方法 

（中略） 

観光学については、1年次後期からのコース

別履修を踏まえて、観光政策コースを希望する

場合は「観光社会学」、観光ビジネスコースを

希望する場合は｢観光地理学｣を各コースの先行

履修科目とする。「観光人類学」については、2

年次以降の専門科目に先行して履修すべき科目

として他の専門科目のシラバスに明記し、体系

的な学修となるようにする。 
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ヨシカネ ヒデオ

兼　 　秀夫

Yoshikane Hideo

国際貢献学部　グローバル観光学科　専門科目　コース共通科目（必修）

科目名 観光社会学

能力要素 メイン 問題発見力・解決力

サブ 情報収集力・分析力

使用する言語 日本語100％

到達目標

講義題目

授業内容・計画

主な予定項目
第１週 観光社会学の射程

第２週 観光社会学の基礎理論　（D・ブーアスティン、D・マッキャーネル、J・アーリ)

第３週 観光現象の系譜　観光革命の視点から

第４週 マスツーリズムの登場とゲストとホストの関係

第５週 観光期待の変化と観光における「図と地」論

第６週 「地」の観光創造の方法　エコミュージアムと観光者創造

第７週 新しい観光現象１　エコツーリズム

第８週 新しい観光現象４　ヘリテージツーリズム

第９週 新しい観光現象２　コンテンツツーリズム（１）

第１０週 新しい観光現象３　コンテンツツーリズム（２）

第１１週 観光におけるコミュニケーション

第１２週 京都の観光社会学的分析

第１３週 観光社会学実践

第１４週 まとめ

授業についての留意点

評価基準

教科書

参考文献

評価方法

「国際観光学を学ぶ人のために」（世界思想社）
「エコツーリズムを学ぶ人のために」」（世界思想社）
「地域創造のための観光マネジメント講座」（学芸出版社）

平常試験

現代社会における観光のあり方をグローバル化した現代社会の特徴との関係において分析でき
る力を養う。

観光社会学

グローバル化、ICTの飛躍的革新、環境保全意識の重視、高齢化、人口減少、人口の過度の都
市集中など観光現象に影響する社会現象の変化を観光現象の変化との関連において分析す
る。　一方、現代社会が持つ「観光的側面」を探究することで現代社会を分析する力も身につけ
る。また、コンテンツツーリズムに見られる現象などから、観光がもたらす社会統合の力を理解す
ることを目的とする。

授業への積極的参加を望みます。授業中提示する課題に積極的に取り組むとともに、社会現象
にいつも敏感に興味を持ち、自らが良き観光者になるための方法を意識しながら受講してほし
い。
なお、この科目の成績はコース登録の人数調整をする場合の参考にします。

試験　６０％
提出物　４０％

使用する資料を授業中に指示する。

配当年次 1年次
開講学期 前期
単位 2単位

授業形態 講義
履修条件
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ヒロオカ ユウイチ

廣岡 裕一

Hirooka Yuichi

国際貢献学部　グローバル観光学科　専門科目　コース共通科目（必修）

科目名 観光地理学

能力要素 メイン 情報収集力・分析力

サブ 想像力・企画力

使用する言語 日本語100％

到達目標

講義題目

授業内容・計画

主な予定項目 第１週 世界の観光地とその地理的考察（総論）

第２週 韓国の観光地としての地理的考察

第３週 中国の観光地としての地理的考察

第４週 台湾の観光地としての地理的考察

第５週 香港・マカオ・フィリピンの観光地としての地理的考察

第６週 ベトナム・カンボジア・タイ・ミャンマーの観光地としての地理的考察

第７週 マレーシア・インドネシアの観光地としての地理的考察

第８週 イギリス・フランスの観光地としての地理的考察

第９週 ドイツ・スイス・オーストリア・ベネルクスの観光地としての地理的考察

第１０週 スペイン・ポルトガルの観光地としての地理的考察

第１１週 イタリア・地中海の観光地としての地理的考察

第１２週 オセアニア・南太平洋の観光地としての地理的考察

第１３週 ハワイ・グアムの観光地としての地理的考察

第１４週 アメリカ本土・カナダの観光地としての地理的考察

授業についての留意点

評価基準

教科書

参考文献

評価方法

『旅に出たくなる地図 世界』帝国書院編集部

定期試験

世界の観光資源の主要を把握する。その上で、それぞれをいかに観光振興に生かせるかを考える
ことができるようなる。

世界の観光資源の地理的考察
観光地の潜在力
観光地の空間とイメージ

　世界の観光資源について講じる。日本からの旅行目的国として、韓国、中国、台湾、東南アジア
各国、ヨーロッパ主要国、アメリカ本土、ハワイ等の観光事情、現状、課題及び各国の主要な観光
地や観光資源について述べる。選定する観光地は、旅行商品として商品化されている地を中心
に、それらがいかに売られているかの視点も加える。また、それぞれに抱える問題点についても言
及し、世界の主要な観光地や観光資源についての現状と課題を理解する。

観光地の地理的把握に関しては空間的な位置関係を把握することが第一なので地図必携のこと。
観光地として存立するには各地の自然的要素、文化諸相、政治、社会環境などの共通性が観察で
きる。この視角をもって、観光資源たる地理的条件を考察する分析力を養うこと。
なお、この科目の成績はコース登録の人数調整をする場合の参考にします。

講義への取り組み　20％　　、　期末試験　80％

使用しない、必要な資料を毎回配布する

配当年次 1年

開講学期 前期

単位 2単位

授業形態 講義

履修条件
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ナメキ ケイ

行木 　敬

Nameki Kei

国際貢献学部　グローバル観光学科　専門科目　コース共通科目（必修）

科目名 観光人類学

能力要素 メイン 思考力・判断力

サブ 問題発見力・解決力

使用する言語 日本語100％

到達目標

講義題目

授業内容・計画

主な予定項目
第１週 観光人類学とは―― ｢伝統の島・バリ｣の構築を例に

第２週 神戸に｢中国｣ができた日――自文化の再解釈１

第３週 増殖する七福神たち――自文化の再解釈２

第４週 地域文化を身にまとうキティたち――商品の地域化１

第５週 ご当地Ｂ級グルメが焼きそばだらけになったわけ――商品の地域化２

第６週 謎のオミヤゲ｢黒豆ひねり餅｣――オミヤゲと記号的価値

第７週 非日常としての観光――境界論からのアプローチ

第８週 嬉しくないオミヤゲが嬉しい理由――贈与と価値観の共有

第９週 ツッコミを待つご当地キャラたち――コミュニティと観光戦略１

第１０週 無料のキャラ､非公認のキャラ――コミュニティと観光戦略２

第１１週 聖地巡礼からご当地アニメへ――コミュニティと観光戦略３

第１２週 ハワイ先住民からの批判――観光の脱構築とその限界

第１３週 ｢人食い人種｣を演じる人々――観光と他者のまなざし

第１４週 全体のまとめ　―観光人類学の今後の展望

授業についての留意点

評価基準

教科書

参考文献

評価方法

『観光人類学』（山下晋司編、新曜社、1996年）
『観光人類学の戦略―文化の売り方・売られ方』（橋本和也著、世界思想社、1999年）
『観光経験の人類学―みやげものとガイドの「ものがたり」をめぐって』（橋本和也著、世界思想社、2011
年）

平常試験

観光に対する文化人類学の分析手法を身につける。その上で、観光に関する何らかの事例を分析し､レ
ポートにまとめる。

観光人類学

　観光は商業活動であると同時に､観光客に向けた地域文化の再解釈や､観光地をめぐる解釈の共有を
通じて､観光地側に､また観光客側に､新しい文化を作り出すきっかけともなる｡観光をめぐるこのような文化
の動態を文化人類学の手法で分析していく｡

・観光人類学の知識は観光政策、観光ビジネスの両方にとって有益であるので、積極的に受講すること。
・授業ではコメントシートを毎回配布する。記入内容も成績評価対象とするので、しっかり記入すること。
・学期末に文化人類学の分析手法を用い、3000字程度のレポートを提出して貰う。

講義への取組み（コメントシート記入内容含む）60％、学期末レポート40％

特に指定しない。

配当年次 1年

開講学期 後期

単位 2単位

授業形態 講義

履修条件
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（改善意見） 国際貢献学部 グローバル観光学科 

５．  ＜第一次審査意見７の回答について＞  

グローバルな視点を学ぶ科目と観光学を学ぶ科目がそれぞれ用意されている旨の説明はな

されているものの、グローバルな視点から観光学を学ぶという観点が示されていないため、

適切に改めること。 

 

（対応） 

グローバル観光学科の教育課程は、①観光という視点から地域の課題解決に貢献する、②地域

の課題を地方自治体や国といった枠組みを超えたグローバルな視点で捉える、という教育方針を

具現化する課程とする。この理由は、観光は国内外の地域における観光まちづくりや観光ビジネ

スの創出・発展により地域開発に貢献する大きな力を持つものであるが、世界平和に寄与する持

続可能な観光を実現する為には、専ら自らの地域や国家の利益のみを追求することは許されず、

地球社会を一つのシステムと捉え、異なる文化や価値観を有する人々と共生・協調・協働できる

グローバル・マインドを持った人材の育成が必要だからである。 

この目的の実現のため、1年次では、観光の地球規模での広がりや影響力を学ぶ科目（「グロー

バル観光概論」）、様々な価値観や文化的背景を持つ人々とのコミュニケーション能力の基礎を体

得する科目（「異文化間コミュニケーション論 A・B」）を配置している。また、専任教員のコーデ

ィネートのもと、実際に観光を通した平和的交流の追求という形で国際貢献を行っている様々な

立場の実践者を招いての講義を開講し、学生に対しグローバルな人類共通の諸問題の解決に資す

る形での観光振興や観光交流への関心を喚起する（「Global Engagement and Peace（T）」）。 

2年次では、グローバルなものとローカルなものとの関連性を考察する視点を学ぶ科目（「グロ

ーカル地域研究 A・B」）を配置している。また、観光学の諸専門科目を学びつつ、実際に様々な

観光の現場に出向き、国内外の様々な地域にてコミュニティエンゲージメントに従事する。この

取組みにより学生は、実際の現場における観光政策や観光まちづくりの取組み、観光ビジネスの

在り方、地域が抱える課題について身をもって知ると同時に、グローバルな視点を持つことの重

要性と難しさ、理論と実践との関係性、グローバルな視点から観光振興に取り組む為に自分に更

に必要な能力を再認識し、学修へのより強い動機付けを得る。 

3 年次以降は専門ゼミに属し、専任教員の指導のもと、それまでに学んだ理論知と実践知を総

合しつつ、グローバルな視点から観光政策や観光ビジネスにおける価値創造を実現できる能力を

養う。即ち、様々な地域や国、文化、宗教、言語、生活など、広く多様な観点から地域の観光資

源の価値や観光ビジネスの在り方を捉え直し、グローバルな人類共通の諸問題の解決を目指しつ

つ、その活用や改善に向けた提案を行う能力を身に着ける。 

特に本学科では、各国からの留学生を 20％程度受け入れることを予定しており、正規の授業科 

目内外にて、留学生との交流を通じ、グローバルな視点から観光を学ぶ環境を準備している。 

 これらの説明を「設置の趣旨等を記載した書類」に追記する。 
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（新旧対照表）「設置の趣旨等を記載した書類」（12～13ページ） 

新 旧 

4. 教育課程の編成の考え方及び特色 

（1） 教育課程の編成の考え方 

（中略） 

イ. グローバル観光学科の教育課程編成の方

針（カリキュラム・ポリシー） 

【教育内容】 

カリキュラムは大別して「専門科目」「外国

語科目」「教養科目」で構成し、学部・学科横

断型の日本学インスティテュート科目も配置

する。専門科目は、コア科目・コース科目（観

光政策・観光ビジネス）・コース共通科目・英

語/日本語演習科目で構成する。 

（中略） 

グローバル観光学科の教育課程は、①観光と

いう視点から地域の課題解決に貢献する、②地

域の課題を地方自治体や国といった枠組を超

えたグローバルな視点で捉える、という教育方

針を具現化する課程とする。 

観光は国内外の地域における観光まちづく

りや観光ビジネスの創出・発展により地域開発

に貢献する大きな力を持つものであるが、世界

平和に寄与する持続可能な観光を実現する為

には、専ら自らの地域や国家の利益のみを追求

することは許されず、地球社会を一つのシステ

ムと捉え、異なる文化や価値観を有する人々と

共生・協調・協働できるグローバル・マインド

を持った人材の育成が必要である。 

このため、1年次では、観光の地球規模での

広がりや影響力を学ぶ科目（「グローバル観光

概論」）、様々な価値観や文化的背景を持つ人々

とのコミュニケーション能力の基礎を体得す

る科目（「異文化間コミュニケーション論 A・

B」）を配置している。また、専任教員のコーデ

ィネートのもと、実際に観光を通した平和的交

流の追求という形で国際貢献を行っている

様々な立場の実践者を招いての講義を開講し、

学生に対しグローバルな人類共通の諸問題の

解決に資する形での観光振興や観光交流への

4. 教育課程の編成の考え方及び特色 

（1） 教育課程の編成の考え方 

（中略） 

イ. グローバル観光学科の教育課程編成の方

針（カリキュラム・ポリシー） 

【教育内容】 

カリキュラムは大別して「専門科目」「外国

語科目」「教養科目」で構成し、学部・学科横

断型の日本学インスティテュート科目も配置

する。専門科目は、コア科目・コース科目（観

光政策・観光ビジネス）・コース共通科目・英

語/日本語演習科目で構成する。 

（中略） 

グローバル観光学科の教育課程は、①観光と

いう視点から地域の課題解決に貢献する、②地

域の課題を地方自治体や国といった枠組を超

えたグローバルな視点で捉える、という教育方

針を具現化する課程とする。 

グローバルな視点を学ぶ科目として、異なる価

値観、文化的背景を持つ人々とのコミュニケー

ション能力の基礎を身につける「異文化間コミ

ュニケーション論」やグローバル化とローカル

化が同時進行する複雑な現代社会において地

域研究を実践するための考え方と方法論を身

につける「グローカル地域研究」をコア科目に

配置している。「異文化間コミュニケーション

論」は異なる言語で「A」と「B」の 2科目、「グ

ローカル地域研究」は異なる地域で「A」と「B」

の 2科目を配置している。 

とくに「経営組織論」や「経営戦略論」「経

済学の基礎Ⅰ」「経済学の基礎Ⅱ」といった社

会科学系の科目や、「観光社会学」「観光人類学」

といった人文科学系の科目を、ヒト・モノ・カ

ネ・情報が国境を越えて行き交うグローバルな

社会を的確に捉える視点を養う基盤科目とし

て、コース共通科目に配置している。 

観光政策コースでは、国際的な観光文化都市

である京都で、観光が持つ力を実践的かつ実務
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関心を喚起する（「Global Engagement and 

Peace（T）」）。 

2年次では、グローバルなものとローカルな

ものとの関連性を考察する視点を学ぶ科目

（「グローカル地域研究 A・B」）を配置してい

る。また、観光学の諸専門科目を学びつつ、実

際に様々な観光の現場に出向き、国内外の様々

な地域にて実践活動を行う。この取組みにより

学生は、実際の現場における観光政策や観光ま

ちづくりの取組み、観光ビジネスの在り方、地

域が抱える課題について身をもって知ると同

時に、グローバルな視点を持つことの重要性と

難しさ、理論と実践との関係性、グローバルな

視点から観光振興に取り組む為に自分に更に

必要な能力を再認識し、学修へのより強い動機

付けを得る。 

3年次以降は専門ゼミに属し、専任教員の指

導のもと、それまでに学んだ理論知と実践知を

総合しつつ、グローバルな視点から観光政策や

観光ビジネスにおける価値創造を実現できる

能力を養う。即ち、様々な地域や国、文化、宗

教、言語、生活など、広く多様な観点から地域

の観光資源の価値や観光ビジネスの在り方を

捉え直し、グローバルな人類共通の諸問題の解

決を目指しつつ、その活用や改善に向けた提案

を行う能力を身に着ける。 

特に本学科では、各国からの留学生を 20％

程度受け入れることを予定しており、正規の授

業科目内外にて、留学生との交流を通じ、グロ

ーバルな視点から観光を学ぶ環境を準備して

いる。 

（【資料 5：「グローバル観光学科のカリキュ

ラム構成図」】参照）。 

 

的に学ぶ。また、新たな観光ビジネスのあり方

を模索しつつ、観光による地域社会の持続可能

な発展の仕組みとその運営について学び、世界

に地域の観光資源をプロデュースし地域社会

の継続的な発展に貢献できる人材を育成する。 

観光ビジネスコースでは、旅行・宿泊・エア

ラインビジネスなどの観光関連産業の分野に

おいて必要なビジネス知識、IT 知識、人間系

知識等の分野融合的な知識を兼ね備え、サービ

スに関する高いレベルの知識と専門性を有し、

国内外の観光者のニーズを充足する具体的な

施策を立案・実行できる人材を育成する。 

外国語科目は英語強化科目で異文化理解に

必須の英語力修得のための科目を充実し、英語

演習科目ではホスピタリティとコミュニケー

ション力を育成する「Hospitality English」、

「 Communication Skills for Fieldwork 

Research」といった科目や、世界のさまざまな

地域で協働するために必要な情報を得られる

「Global Affairs SeminarⅠ・Ⅱ」を配置する。 

英語以外の言語は、第 2 外国語科目として

10言語から 1言語を選択して 2年間履修する。

さらに、学生は各自の興味や関心に応じて 16

言語の中から第3外国語科目として1言語を選

択することも可能とする。さらに、語学はもち

ろんのこと多様な地域（北米・ヨーロッパ・ア

ジア・中東・アフリカ等）の現代事情や基礎知

識の修得も可能である。 

教養科目は「人間力」豊かなリーダーの基盤

となる知識の修得と基本的な発想法、思考法等

を養うことを目的として科目を構成し、PBL

（Project-Based Learning）の授業も取り入れ

る。（【資料 5：「グローバル観光学科のカリキ

ュラム構成図」】参照）。 
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【２学科共通】（改善意見） 国際貢献学部 グローバル観光学科 

６． ＜第一次審査意見８の回答について＞ 

「Community Engagement」については、教育体系の中心かつ特色ある科目として位置付けて

いるが、新学部の目的である国際貢献に活躍する人材育成との観点から考えると、一般的な

インターンシップや語学留学の範疇に留まるなど、科目の目的を達成するのに十分な内容が

備えられていないので、学生が専門科目での学習を活用し国際貢献の観点から活動ができる

ような工夫をするよう、科目内容を修正すること。 

 

（対応） 

「1．設置の趣旨及び必要性（3）京都外国語大学国際貢献学部で育成する人材像」でも述べたよ

うに、国際貢献学部は、世界で起きている事象を国民国家の枠組みを超えたグローバルな視点か

ら捉え、「学問知」と「経験知」を総合した能力を修得して社会や組織の課題を解決し、人類共通

の利益に資する諸変化をもたらすことによってグローバル社会に貢献できる人材を育成すること

を目的としている。右図のように「Global 

Engagement」、「Global Engagement and Peace」、

「Community Engagement WorkshopⅠ・Ⅱ」、

「Community Engagement 本体（実習）」、事後

学習、の一連の諸科目から成る Community 

Engagement プログラムは、この人材育成の柱

を為すものであり、従来型の短期的インター

ンシップや語学留学とは異なるが、本プログ

ラムの目的、ディプロマ・ポリシーに掲げる

育成を目指す諸能力との関係性、座学科目（専

門科目・コア科目等）との関係性、学生が実

習先で行う国際貢献の観点からの活動の内実や事例についての説明が不十分であった為、「設置の

趣旨等を記載した書類」及び添付する「資料 20」を修正する。 

また、以下の点を科目内容に関する学部全体の共通認識や運営方針としてプログラム運用に取

り組むよう、確定した。 

（1）学生の「グローバルな視点」の育成について 

まず、1年次春の両学科共通コア科目「Global Engagement」において、国際貢献の様々な形

や国際貢献に関わるアクターの多様性、国民国家の枠組みのみでは解決できない人類共通のグ

ローバルな諸問題（国連が提唱している持続可能な開発に関する 17 の目標、例えば平和構築、

環境保護、貧困、人権、市場を通した国際貢献等に関わる諸問題）に関する認識を持たせるこ

とに努める。（これらの大きな問題群の中に、観光政策や観光ビジネスが抱える諸問題も概念的

には位置づけられるので、特に観光に関する問題を個別で取り上げることはしない。） 

次に「Global Engagement and Peace」では、両学科の学習内容に更に深く関わる人類共通の

グローバルな諸問題や、その分析や解決に資する国際貢献のあり方について、実際に社会の現

場で活躍しているゲストによる講義を通して学ばせる。また、「Community Engagement Workshop

Ⅰ」では、担当教員が自らの専門分野の学問知がいかに人類共通のグローバルな諸問題の分析

や解決に貢献しているかを教授し、「Community Engagement WorkshopⅡ」では、実際に実習先
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で学生自身がいかなる人類共通のグローバルな諸問題に取り組むかに関する計画を立案させる。 

続き、「Community Engagement」実習では、それまでに学んだ学問知を活用しつつ、この計画

を実行させる。この一連のプロセスを踏むことで学生は、常に国民国家の枠組みを超えたグロ

ーバルな視点から人類共通の課題を認識する姿勢を持つこととなり、その分析や解決への貢献

の志と能力を養うこととなる。 

 

（2）Community Engagementプログラムと「学問知」との関係性について 

まず、1年次春の両学科共通コア科目「Global Engagement」において、人類共通のグローバ

ルな諸問題に対し、いかなる学問分野が分析や解決に活用されているかに関する基礎的理解を

持たせる。 

次に「Global Engagement and Peace」では、両学科の学習内容に更に深く関わる人類共通の

グローバルな諸問題の解決に取り組むゲストによる講義を受講させ、ゲストが実践の現場でい

かに学問知と経験知を総合して国際貢献に取り組んでいるかの現実の姿を学ばせる。各種問題

に関する学問知の活用については、適宜、コーディネーター役の専任教員からの解説の回を設

け、継続的に学問知と経験知の両方への関心、それらを総合して活用し国際貢献に取り組むこ

とへの意欲を持たせるようにする。 

「Community Engagement WorkshopⅠ」では、担当教員が自らの専門分野の学問知がいかに人

類共通のグローバルな諸問題の分析や解決に貢献しているかを教授した上で、当該専門分野と

関連するグローバルな諸問題について、学術的調査研究に必要となる基礎的知識やスキルを学

生に習得させつつ、学生自身に問題発見・調査・分析・解決のプロセスを体験させることで、

学問知の活用の基礎を学ばせる。「Community Engagement WorkshopⅡ」では、実際に実習先で

自分がいかなる人類共通のグローバルな諸問題に取り組むかに関する計画を立案させるが、こ

の際、全員が履修しているコア科目や、各プログラムに応じて予め履修を推奨していた専門科

目の学問知を活用する形で、いかなる調査・分析・実践活動が可能か、担当教員の指導のもと、

詳細に内容を確定させる。同時に、各プログラムに参加するに当たり必要となる特定の知識や

技術を教員からの指導と助言を受け、事前に学習・習得する。各プログラム内容は実習先の目

的や意向により定まっている部分もあるので、必要に応じて実習先と活動計画についての交渉

を行わせる。 

「Community Engagement」実習では、これらの活動計画に基づき国際貢献の観点からの活動

を実施する。そのプロセスにおいて学生は、学問知の活用の可能性や課題に関する認識、実際

の社会実践からの経験知の体得、自らに不足する知識や技術等に関する自覚など、様々な成果

を獲得し、更なる学問知と経験知の総合的活用方法を学び、続けて専門ゼミ科目における調査

研究活動に進むこととなる。最終的には専門ゼミでの学習を通し、学問知と経験知を総合して

活用する能力を身につけ、卒業論文・卒業研究へと大学での学習成果を結実させる。 

 

（3）Community Engagementプログラムと国際貢献との関係性について 

 国際貢献学部は「人類共通の利益に資する諸変化をもたらすことによってグローバル社会に

貢献できる人材を育成すること」を目的として掲げている。本学部としては、1 年次コア科目

「Global Engagement」において取り上げる、国民国家の枠組みのみでは解決できない人類共通

のグローバルな諸問題（国連が提唱している持続可能な開発に関する 17の目標、例えば平和構
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築、環境保護、貧困、人権、市場を通した国際貢献等に関わる諸問題）に関する広い認識を持

ち、その解決への志と学問知の活用手法を携え、各自が実際に身を置くローカルなコミュニテ

ィ（地域・企業・大学等）での様々な取組みに「グローバルな諸問題の解決に責任ある主体」

として参画（engagement）する人材の育成を以て、国際貢献を行う主体の育成と捉える。これ

は即ち、環境問題等の文脈で言及されてきた、“think globally, act locally” を実践できる

主体の育成とも言える。 

 この目的の実現の為、「Community Engagement」実習の各プログラムでは、「Community 

Engagement WorkshopⅡ」で立案した計画に基づき、様々な国際貢献の観点からの活動を学生に

実施させる。各プログラムについては、受入先の目的と意向により、重要と認識されている課

題や活動内容に様々なタイプが存在している。それに応じ学生の主体的な活動計画の実施に際

しても実習先コミュニティとの相談や交渉が必要となるが、この点については、学生の学習及

び先方のコミュニティへの効果という観点からより良い国際貢献に関する活動が行えるよう、

担当教員や Community Engagementセンターが主体となる学生を支援する形で、先方との相談や

交渉を進める。また、全てのプログラムに関して、「人類共通のグローバルな諸問題」に関連し

た活動計画を設定し、実習先で学問知を活用して調査・研究・実践を行い、その成果を全関係

者（受入先・同学年の学生・1 年次生・教員・Community Engagement センター職員等）の前で

報告することを共通事項とし、この報告会において、どのような問題に関して、どのような意

味で、どの程度、国際貢献の観点からの活動が達成できたかを、確認することとする。受入先

を含めたこの「学習共同体」の構築により、継続的に、実習の質及び受入先コミュニティへの

貢献度の向上に努める。 

 

参考資料として「Global Engagement」、「Global Engagement and Peace(T)」、「 Community 

Engagement Workshop Ⅰ」、「 Community Engagement Workshop Ⅱ」の 4 科目のシラバスを明示

する。       

 

（新旧対照表）「設置の趣旨等を記載した書類」（15～22ページ） 

新 旧 

4.教育課程の編成の考え方及び特色 

（2）教育課程の特色 

イ．Community Engagement 

① 国際貢献学部の Community Engagement と

は  

国際貢献学部は、世界で起きている事象を国

民国家の枠組みを超えたグローバルな視点から

捉え、「学問知」と「経験知」を総合した能力を

修得して社会や組織の課題を解決し、人類共通

の利益に資する諸変化をもたらすことによって

グローバル社会に貢献できる人材を育成するこ

とを目的とする。本学は以前より、地域や国際

社会の発展に貢献する学生の様々な自主的活動

4.教育課程の編成の考え方及び特色 

（2）教育課程の特色 

イ．Community Engagement 

本学では、従来より地域や国際社会の発展に

貢献するさまざまな学生の自主的活動を全学体

制で積極的に支援してきた（【資料 8：京都外大

生による国際貢献活動「PAX MUNDI PROJECT 

2016」】参照）。この中で培ったノウハウを活か

して、国際貢献学部では社会参加型実践学修

（Community Engagement）を正課として取り入

れる。学生は、教室内での学習に加え、国内外

で実社会における活動を行うことによって実践

的な学びを全員が経験する（主に 2 年次後期も
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を全学体制で積極的に支援してきた。（【資料

8：京都外大生による国際貢献活動「PAX MUNDI 

PROJECT 2016」】参照） 

国際貢献学部ではこの中で培ったノウハウを

活用し、目標とする人材育成を実現する為に、

正課として社会参加型実践学習（Community 

Engagement）を導入する。 

本学の言う Community Engagement とは、「国

内外の多様な地域社会・社会的活動への参加を

通じて、政治的・文化的境界を超えた人間のグ

ローバルな結合の在り方を学ぶ実践的学習」、換

言すれば、「国内外のコミュニティと連携・協働

して共通の課題に取り組む社会貢献と実践型学

習を組み合わせた社会参加型実践学習」である。

学生達は、様々なコミュニティのメンバーと共

に考え汗を流す活動を通して実践的な社会参加

のスキルを高めると同時に、政治的・文化的等

の境界を超えて人間と人間とが繋がり合うこと

の意義や、グローバル化した世界における市民

参加型民主社会の担い手として、各個人がそれ

ぞれの立場から各自の能力を活かし国際貢献を

行うことの重要性を学び、国際貢献を行う為の

能力を培う。 

 

② 育成する能力と Community Engagement プ

ログラムの特色 

Community Engagementプログラムでは、国際

貢献学部の 2 つの学科が共通して掲げるディプ

ロマ・ポリシーである、①主体的・自律的に課

題に取り組む力、②問題発見力・解決力、③多

文化共生力、④専門的学際的知識・技能の活用

力、の育成を目指す。本学の Community 

Engagementプログラムは、在学中の特定の期間

に限り留学やインターンシップに参加し外国社

会や実務の現場で学ぶ、という従来型の短期プ

ログラムではない。本学のプログラムにおいて

学生は、1年次～2年次にかけて必修科目として

開講される「 Global Engagement」「 Global 

Engagement and Peace(S)(T)」、「 Community 

Engagement Workshop Ⅰ 」、「 Community 

しくは 3年次前期）。  

外国人留学生が日本以外の国で実習を行う場

合、韓国・台湾・シンガポール国籍以外は入国

政府のビザ（査証）が必要であり費用もかかる

ため、原則として国内で実施する Community 

Engagementのプログラムへの参加とする。ただ

し、外国人留学生が海外のプログラムに参加を

希望する場合は、手続き等のサポートを本学の

Community Engagement センターの教職員が行

う。海外の実習先の国ごとに受け入れ条件や手

続きの方法をとりまとめ、「学生便覧」の教育課

程の関連する箇所やホームページ等に記載し、

入学段階で学生に周知する。 

学生は学部共通の必修のコア科目である

「Global Engagement」を１年次前期、1年次後

期に本学建学の精神「PAX MUNDI PER LINGUAS ―

言語を通して世界の平和を｣ が意味することを

理解したうえで、現代社会に対する高い問題意

識、課題設定能力を身につけるために学科別に

設定している「Global Engagement and Peace」

を履修し、Community Engagement活動に対する

明確な動機づけを行う。 

①京都外国語大学のCommunity Engagementとは  

本学の目指すCommunity Engagementとは、「国

内外の多様な地域社会・社会的活動への参加を

通じて、政治的・文化的境界を超えた人間のグ

ローバルな結合の在り方を学ぶ実践的学習」で

ある。 

すなわち、Community Engagementは、地域社

会・社会的活動への参加ではあるが、単なるボ

ランティアによる奉仕ではない。むしろ、学生

たちが、コミュニティのメンバーと一緒に考え、

一緒に汗を流す活動を通して実際的な社会参加

のスキルを高めると同時に、政治的・文化的障

壁を超えて人間と人間のグローバルな結合を構

築する活動の意義を理解し、グローバル化され

た世界における市民参加型民主社会の担い手へ

と育っていく実践学修活動、それが Community 

Engagementである。 

そこでは、国内であるか国外であるかを問わ
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Engagement WorkshopⅡ」において事前学習と準

備を行い、2 年次後期（或いは 3 年前期）に

「Community Engagement」の実習先である国内

外の様々なコミュニティにて国際貢献の観点か

らの活動を行いつつ学び、その成果と課題を携

えて専門ゼミでの学習や実践へと進み、最終的

に卒業論文・卒業研究へと学習の成果を結実さ

せる。国際貢献学部では、このように 4 年間を

通じて一貫して実施するプログラムを通じて、

ディプロマ・ポリシーの掲げる能力を継続的に

育成していくことを目指す。学生達は、少人数

制 で 開 講 さ れ る 「 Community Engagement 

WorkshopⅠ」、「Community Engagement Workshop

Ⅱ」の授業など学内でのコミュニティ、

「Community Engagement」で赴く国内外での

様々なコミュニティ、3 年次以降の専門ゼミの

コミュニティなど、多層的なコミュニティ（学

習共同体）に継続的に所属しつつ、自らの能力

を高めていくことができる（図 5）。 

 

図5  Community Engagementのカリキュラムに

おける位置づけ 

 

③ Community Engagementプログラム各科目の

目的・内容 

(1）Global Engagement（1年次） 

国際貢献学部へ入学した全ての学生が、国際

貢献に関する定義や歴史、国際貢献に関わる

様々なアクター（国際機関、国民国家、NPO・NGO、

企業、メディア、研究機関、一般市民等）、様々

な国際貢献の在り方を学ぶこと、また、持続可

能な開発、平和構築や紛争解決、貧困・飢餓問

ず、学生たちには、常に、これまで人間と人間

を分断してきた様々な障壁を乗り越えることが

要求される。あらゆる障壁を超えて、グローバ

ル市民として共通の課題の解決に向けて協力し

合 う こ と を 学 ぶ 場 、 そ れ が Community 

Engagementである。 

 

②これまでの学びとは何が違うのか 

Community Engagementは、大学での学習を「習

熟」から「実践」にまで進める。学生は専門知

というツールを実際に用いて、社会に対して自

分から積極的にアプローチする体験を通して、

現段階でできること、今後学ぶべきこと、そし

て新しいテーマを把握できるようになる。 

 

③Community Engagementの流れ 

Community Engagementプログラムは図 5のよ

うに、Global Engagement and Peace、Community 

Engagement Workshop Ⅰ ・ Ⅱ 、 Community 

Engagement 本体（実習）、成果報告会という 4

つの部分から構成されている。 Community 

Engagement Workshop と成果報告会での学習は

共に、Community Engagementの意義を知り、参

加の効果を高めることを目的としている。 

 

図 5  Community Engagementの流れ 

 

◆Global Engagement and Peace 
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題、人権問題など、人類が共通して抱えるグロ

ーバルな諸問題を広く認識し、それらの諸問題

の分析や解決の為にいかなる学問知がいかに活

用されているかを理解することを目標として設

置される科目である。 

 

 

(2）Global Engagement and Peace（1年次） 

専任教員のコーディネートのもと、学生が所

属する学科での学習内容が、世界平和や人類共

通のグローバルな諸問題といかに関係し、いか

にそれら諸問題の分析や解決策の提案に寄与し

ているかを学ぶ科目である。学生に社会に対す

る広い視野や社会参加への動機付けを与えるこ

とや、学生の問題発見力・解決力の基礎を育成

することを念頭に、両学科それぞれの学習に深

く関係する国際貢献の分野で活躍する人々を適

宜ゲストとして招き、実際の社会の現場での取

組みを講じて貰うことで、教育効果の向上を図

る。授業形式としては、一方的な知識伝達型授

業に留まらないよう、専任教員やゲストと学生

との双方向的な対話、学んだ内容に関する小グ

ループに分かれてのディスカッション、学生が

受講している専門科目等と講義内容との関連性

を考えさせるリフレクションやレポート作成な

ど、学生の主体的作業を適宜組み込む。この科

目により、特にディプロマ・ポリシーの掲げる、

①主体的・自律的に課題に取り組む力、②問題

発見力・解決力、③多文化共生力、それぞれの

基礎を育む。 

 

(3）Community Engagement Workshop Ⅰ（1 年

次） 

 専任教員が担当する少人数制クラス形式のも

と、担当教員が自らの専門分野における理論の

人類共通のグローバルな諸問題への活用方法を

示し、学生が学問知の諸問題への活用方法を実

例を通して学ぶことと、担当教員の指導のもと、

学生がグループに分かれて実際に問題発見・設

定、各種調査、調査結果の分析、解決策等のプ

本学の建学の精神「PAX MUNDI PER LINGUAS ―

言語を通して世界の平和を｣が意味することを

理解する。そして、現代社会における国際貢献

の必要性やあり方をさまざまな視点から考える

とともに、本学部に設置された授業科目が国際

貢献にどのようにつながるのかについて理解す

る。 

 

◆Community Engagement Workshop Ⅰ・Ⅱ 

WorkshopⅠでは、まずグローバル時代におけ

る Community Engagementの意義を学ぶ。特にグ

ローバル市民としての問題意識をもって実践す

ることの重要性を理解する。 

次に、実際の実践活動に必要な基本的スキル

を学ぶ。例えば、学外・国外での活動に際して

留意すべき基礎知識の講義、アクティブ・ラー

ニングを用いた課題解決法の学習、演劇的手法

を用いたコミュニケーション動作に関する学

習、ディスカッション技法の学習等である。 

WorkshopⅡでは、関心のある分野の専門的な

知識の習得と、実践するプロジェクトの計画を

立てる。 

 

◆Community Engagement本体（実習） 

Community Engagementは、大別して次の 3種

類がある。 

【サービス・ラーニング型】  

これは、国内ならびに国外の NPO や自治

体などの公共機関、福祉施設などで行う活

動に直接に参加しながら、その地域的な視

点を超え出るグローバルな可能性を学生自

らが発見し拓いていくことを実践するもの

である。 

【インターンシップ型】 

これは、グローバルな事業に取り組む企

業でインターンシップに従事しながら、社

会貢献・国際貢献につながる就業・実務体

験を積むタイプである。ここでは、企業活

動のグローバルな可能性と意義を学ぶこと

が学修の中心的課題となる。 
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レゼンテーションを実体験するプロセスを通し

て、Community Engagementに取り組むに当たり

必要となる基礎的な知識や学習スキルを獲得す

ることを目的とする科目である。スキルとして

具体的には、文献や資料の収集・分析の手法、

情報技術の活用法、レポートや報告書の作成の

仕方、プレゼンテーションの手法等を学ぶ。こ

の科目により、特にディプロマ・ポリシーの掲

げる、①主体的・自律的に課題に取り組む力、

②問題発見力・解決力、③多文化共生力、それ

ぞれの基礎を育む。 

 

(4）Community Engagement Workshop Ⅱ（2 年

次） 

専任教員が担当する少人数制クラス形式のも

と、各学生が実習先として選んだそれぞれの

Community Engagement（実習）で参画するコミ

ュニティにおいて、どのような人類共通のグロ

ーバルな諸問題に関し、いかに大学で学んだ専

門科目の知識を用いて国際貢献の観点からの活

動を行うかに関する計画を立案すること、及び

各プログラムに参加するに当たり必要となる特

定の知識や技術を教員からの指導と助言を受

け、事前に学習・習得することを目的とする科

目である。この取組みにおいて学生は、活動計

画に関する実習先との連絡・相談・交渉等も実

践することとなる。最終的に学生は、Community 

Engagement 実習先での活動計画のプレゼンテ

ーションを行い、実践の現場で学ぶ準備を完了

させる。この科目により、特にディプロマ・ポ

リシーの掲げる、①主体的・自律的に課題に取

り組む力、②問題発見力・解決力、を更に向上

させると同時に、④専門的学際的知識・技能の

活用力、の基礎を育む。 

 

(5）Community Engagement（実習） 

先述の通り、本学の Community Engagement

は、「国内外の多様な地域社会・社会的活動への

参加を通じて、政治的・文化的境界を超えた人

間のグローバルな結合の在り方を学ぶ実践的学

【スタディ・アブロード型】 

これは、サービス・ラーニングと海外の大

学への留学とを組み合わせたものである。

参加者は、大学で講義を受けつつ、同時に

留学先の大学を足掛かりにして、自分自身

のCommunity Engagementプロジェクトを立

案し実施する。 

 

これら 3 種類の活動のいずれにおいても、学

生たちはグローバル市民として活動するとはい

かなることであるかを、自ら考えることを要求

される。学生たちは、単に与えられた課題を消

化するだけではなく、自らの課題を自ら考えて

自らに課していく。そうした自律性をこの

Community Engagementで学生たちは学修する。 

 

◆事後学修 

事後学修においては、実践体験を振り返りな

がら計画の妥当性や所期の目標の達成度を検証

し、プレゼンテーションを学友の前で行う。残

された課題と新しい課題を明確にして、次の段

階の学修へ繋げていく。Community Engagement

は、一度活動に参加すれば、それで完了という

わけではない。例えば、国内での活動と国外で

の活動を組み合わせながら、自らの問題意識を

さらに発展させていくことも可能であり、また、

それが真の目的でもある。 

 

④どのような力が身につくのか 

本学における Community Engagementは、国内

外の多様な地域社会・社会的活動への参加を通

じて、政治的・文化的境界を越えた人間のグロ

ーバルな結びつきのあり方を学ぶための実践的

教育と位置づけている。Community Engagement

では全てのプログラムにおいて、グローバルス

タディーズ学科とグローバル観光学科のディプ

ロマ・ポリシーに共通する①主体的・自律的に

課題に取り組む力、②問題発見力・解決力、③

多文化共生力の習得を目的としている。 

Community Engagementは、他者との協働を通
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習」、「国内外のコミュニティと連携・協働して

共通の課題に取り組む社会貢献と実践型学習を

組み合わせた社会参加型実践学習」である。学

生はそれまでのCommunity Engagement関連諸科

目、及びその他のコア科目・専門科目の学習を

踏まえ、実習先の研修プログラムにおいて様々

な属性を持つ人々から成るコミュニティ（地域

社会・企業・大学等）に参加し、そのコミュニ

ティのメンバーともに共通の課題に取り組むと

共に、何らかの「人類共通のグローバルな諸問

題」に関し大学で学んだ学問知を活用しつつ、

Community Engagement WorkshopⅡで計画した

「国際貢献」に関わる活動に取り組む。学生は

これにより「学問知」の活用の仕方を学ぶと共

に、翻って、現場での取組みから「経験知」を

獲得し、その過程の中で更なる新たな問題の発

見や、更なる「学問知」の学習への動機付けを

得ることにもなる。 

 学生による各実習プログラムの選択と参加に

関しては、各プログラムの特徴や、そこで学生

が取り組む国際貢献の観点からの活動、及び活

用する可能性が想定される学問知（コア科目・

専門科目等の学習内容）の事例に関する情報を

入学後の早い時期に提示し、1 年次より、参加

を希望する研修プログラムに関する情報収集

や、Community Engagementセンター（後述）と

の相談を開始するよう、動機付ける。 

ディプロマ・ポリシーとの関わりという観点

からは、Community Engagement（実習）は、①

主体的・自律的に課題に取り組む力、②問題発

見力・解決力、③多文化共生力、④専門的学際

的知識・技能の活用力、の全ての育成に資する

科目であるが、特に④については、学生が「学

問知」と「経験知」の交錯する地点で活動に従

事することで、「学問知」と「経験知」との関係

性や、「学問知」の活用に関する可能性や課題を

学ぶこととなり、高い教育効果が期待される。

評価については、ポートフォリオ、事後学修に

おける成果報告会でのプレゼンテーションまた

は活動報告書、ポスター発表、プログラムへの

して自らが学ぶだけでなく、自助の精神が他者

の心の中に育つのを手助けしようとするもので

ある。言い換えれば、Community Engagementに

参加するということは、大学で学んだ知識を社

会で役立てるだけでなく、そうすることで社会

の発展に寄与することでもある。Community 

Engagement への参加を通して、「人の役に立っ

ている」という満足感と充実感が心の底から湧

きあがってくるのを実感する。 

 Community Engagementを通して身につくのは

次の力である。 

①社会の中で自分の課題を見つけ解決してい

く力 

②他者と共に活動を成し遂げるためのコミュ

ニケーション力 

③グローバル市民としての責任感 

④自らの課題意識の下で、大学の学業に勤し

む態度 

（【資料 9：「京都外国語大学の Community 

Engagement」】参照） 

具体的なプログラムについては、【資料 19：

「Community Engagement 実習先一覧・プログラ

ム受入承諾書（複写）」】、【資料 20：「Community 

Engagement プログラムの内容」】を参照。 

 

51



参加度により総合的に行うが、 Community 

Engagementセンターが構築・運営する WEB上で

の支援ネットワークシステムを活用し、ディプ

ロマ・ポリシーに掲げる能力の観点からのルー

ブリック評価も導入する。 

 Community Engagement（実習）の各プログラ

ム を 担 当 す る 専 任 教 員 は 、「 Community 

Engagement Workshop Ⅱ」で各学生が立案した

計画を確認した上で、研修実施前に参加学生と

の事前面談を行った上で、研修中も一定期間は

担当教員が現地に赴き、現地での研修担当責任

者との情報共有や相談、参加学生への指導を行

う。その他、研修中の学生支援システムについ

ては、「④学生支援体制」で後述する。 

なお、外国人留学生が日本以外の国で実習を

行う場合、韓国・台湾・シンガポール国籍以外

は入国政府のビザ（査証）が必要であり費用も

かかるため、原則として国内で実施する

Community Engagementのプログラムへの参加と

する。ただし、外国人留学生が海外のプログラ

ムに参加を希望する場合は、手続き等のサポー

トを本学の Community Engagementセンターの教

職員が行う。海外の実習先の国ごとに受け入れ

条件や手続きの方法をとりまとめ、「学生便覧」

の教育課程の関連する箇所やホームページ等に

記載し、入学段階で学生に周知する。 

学生が活動計画の対象とする人類共通のグロ

ーバルな諸問題、及びその分析や解決に活用す

る学問知については、各プログラムに関し以下

のような諸例が挙げられる。 

 

1）Community Engagement S1（マレーシアでの 

スタディ・アブロード＆サービス・ラーニング 

複合型プログラム） 

［問題及び活用する学問知（コア科目・専門科

目等）の例］ 

・「持続可能な開発目標」に関する問題として、

マレーシアのジョージタウンの多文化共生の

課題と対応について、主に「Ethics for Peace 

Design」・「Ethics for Global Business」で
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学んだ学問知を活用して、それぞれの受入先

での貢献活動を通じて分析することで、専門

的学問知の習得を深化させる。 

 

2） Community Engagement S2（オーストラリア 

でのスタディ・アブロード型プログラム） 

［問題及び活用する学問知（コア科目・専門科

目等）の例］ 

・「国際貢献と平和」に関する問題として、オー

ストラリアの多民族共生の課題と対応につい

て、「Issues in International Relations」・

「International Development Cooperation」

等で学んだ学問知を活用して、ボランティ

ア・ワークを通じて分析することで、専門的

学問知の習得を深化させる。 

 

3） Community Engagement S3（カナダでのマー 

ケティング活動プログラム） 

［問題及び活用する学問知（コア科目・専門科

目等）の例］ 

・「市場の力を通した国際貢献」に関する問題と

して、カナダの文化的多様性の問題と対応に

つ い て 、「 Introduction to Global 

Business」・「Ethics for Global Business」・

「Introduction to Marketing」・「Statistics」

等で学んだ学問知を活用して、インタビュ

ー・取材、マガジンの編集・発行やイベント

の企画・運営を行う活動を通じて分析し、専

門的学問知の習得を深化させる。 

 

4） Community Engagement S4（アジア太平洋地 

域 課題解決型ビジネス研修プログラム） 

［問題及び活用する学問知（コア科目・専門科

目等）の例］ 

・「市場の力を通した国際貢献」に関する問題と

して、アジア太平洋地域に対する企業の経済

活動の課題と貢献について、「Introduction 

to Global Business」・「Ethics for Global 

Business」・「Statistics」・「Microeconomics」

等で学んだ学問知を活用して、シンガポー
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ル・タイ・オーストラリアの企業から提示さ

れる課題を分析することで、結果に基づき研

修先の企業に提案を行う。 

 

5）Community Engagement S5 （アジア太平洋 

地域 課題解決型ビジネス研修プログラム） 

［問題及び活用する学問知（コア科目・専門科

目等）の例］ 

・「市場の力を通した国際貢献」に関する問題と

して、アジア太平洋地域に対する企業の経済

活動の課題と貢献について、「Introduction 

to Global Business」・「Ethics for Global 

Business」・「Statistics」・「Microeconomics」

等で学んだ学問知を活用して、タイ・シンガ

ポール・オーストラリア・香港の企業から提

示される課題を分析することで、結果に基づ

き研修先の企業に提案を行う。 

 

6）Community Engagement S6 （京丹後の地域 

振興プロジェクト） 

［問題及び活用する学問知（コア科目・専門科

目等）の例］ 

・「持続可能な開発」に関する問題として、京丹

後が抱える文化的・自然的・経済的持続可能

性にまつわる諸問題について、主に「Ethics 

for Peace Design」・「 Ethics for Global 

Business」で学んだ学問知を活用して分析す

ることで、結果に基づき地域コミュニティに

提案を行う。 

 

7）Community Engagement T1（マレーシアでの 

スタディ・アブロード＆サービス・ラーニング 

複合型プログラム） 

［問題及び活用する学問知（コア科目・専門科

目等）の例］ 

・「観光と持続可能な開発」に関する問題として、

何が観光商品化されているか、文化遺産の観

光商品化に伴う問題は無いか、ジョージタウ

ンの文化の混在の仕方等の問題意識のもと、

「文化遺産と観光」・「観光倫理学」・「サステ
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ナブルツーリズム」・「経済学概論」・「経営学

概論」等で学んだ学問知を活用して分析し、

専門的学問知の習得を深化させる。 

 

8）Community Engagement T2（オーストラリア

でのスタディ・アブロード型プログラム） 

［問題及び活用する学問知（コア科目・専門科

目等）の例］ 

・「観光と持続可能な開発」に関する問題として、

オーストラリアが抱える文化的・自然的・経

済的持続可能性にまつわる諸問題について、

「観光地理学」・「文化遺産と観光」・「観光倫

理学」・「サステナブルツーリズム」・「経済学

概論」・「経営学概論」等で学んだ学問知を活

用して分析し、結果に基づき研修先コミュニ

ティに提案を行う。 

 

9）Community Engagement T3（ツーリズム研修

プログラム・グアム） 

［問題及び活用する学問知（コア科目・専門科

目等）の例］ 

・「観光と平和」に関する問題として、多言語対

応のあり方、グアムの観光地イメージの形成

のされ方、グアムにおける文化の混在の仕方

等について、「グローバル観光概論」・「異文化

間コミュニケーション論」・「多言語観光論」・

「観光メディア論」等で学んだ学問知を活用

して分析し、結果に基づき研修先コミュニテ

ィに提案を行う。 

・「市場の力を活用した国際貢献」に関する問題

として、研修先企業が行う CSR 活動や環境問

題 へ の 取 組 み に つ い て 、「 Global 

Engagement 」・「 Global Engagement & 

Peace(T)」・「観光倫理学」・「経営学概論」等

で学んだ学問知を活用して分析し、結果に基

づき研修先コミュニティに提案を行う。 

 

10）Community Engagement T4（ツーリズム研

修プログラム・ホーチミン） 

［問題及び活用する学問知（コア科目・専門科
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目等）の例］ 

・「観光と持続可能な開発」に関する問題として、

何が観光商品化されているか、文化遺産の観

光商品化に伴う問題は無いか等の問題意識の

もと、「文化遺産と観光」・「観光地理学」・「観

光まちづくり論」・「観光倫理学」・「サステナ

ブルツーリズム」・「経済学概論」・「経営学概

論」等で学んだ学問知を活用して分析し、結

果に基づき研修先コミュニティに提案を行

う。 

・「観光と平和」に関する問題として、多言語対

応のあり方、ホーチミンの観光地イメージの

形成のされ方、ホーチミンにおける文化の混

在の仕方等について、「グローバル観光概

論」・「異文化間コミュニケーション論」・「多

言語観光論」・「観光メディア論」等で学んだ

学問知を活用して分析し、結果に基づき研修

先コミュニティに提案を行う。 

 

11）Community Engagement T5（京都研修プロ

グラム） 

［問題及び活用する学問知（コア科目・専門科

目等）の例］ 

・「観光と持続可能な開発」に関する問題として、

京都の伝統工芸品産業について観光を用いて

いかなる持続可能な発展が可能か、「京都文化

概論」・「Kyoto Introduction Methods」・「New 

Media Marketing in Tourism」・「サステナブ

ルツーリズム」・「経済学概論」・「経営学概論」

等で学んだ学問知を活用して分析し、結果に

基づき研修先コミュニティに対して提案を行

う。 

・「観光と社会参加」に関する問題として、旅館

のバリアフリー化の現状と課題について、

「Global Engagement & Peace(T)」・「観光政

策・行政論」・「観光倫理学」等で学んだ学問

知を活用して分析し、結果に基づき研修先コ

ミュニティに対して提案を行う。 
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12）Community Engagement T6（中米での実践

的研究プログラム） 

［問題及び活用する学問知（コア科目・専門科

目等）の例］ 

・「観光と持続可能な開発」に関する問題として、

隣接自然保護区での自然破壊の進展や、先住

民文化の遺跡の放置・盗掘問題が指摘されて

いるニカラグア北部山地において、「地域を博

物館と見立てる（フィールドミュージアム）、

総合政策科学としての博物館学による地域課

題解決のモデルづくり」に貢献すべく、「観光

行政・政策論」・「経済学概論」・「観光人類学」・

「文化遺産と観光」・「観光倫理学」・「サステ

ナブルツーリズム」等で学んだ学問知を活用

して、観光プログラム作りや社会実験を行う。 

 

13）Community Engagement T7（豊岡市、城崎

温泉での旅館ビジネス・地域観光振興プログラ

ム） 

［問題及び活用する学問知（コア科目・専門科

目等）の例］ 

・「観光と平和」に関する問題として、城崎温泉

においていかなる多文化間のコミュニケーシ

ョン上の課題があり、いかなる対応策が取ら

れているかについて、「グローバル観光概

論」・「異文化間コミュニケーション論」・「多

言語観光論」等で学んだ学問知を活用して分

析し、結果に基づく報告と提案を研修先コミ

ュニティに対して行う。 

・「観光と持続可能な開発」に関する問題として、

豊岡市内の各観光地が抱える文化的・自然

的・経済的持続可能性にまつわる諸問題につ

いて、「Global Engagement」・「グローカル地

域研究」・「観光まちづくり論」・「サステナブ

ルツーリズム」・「経済学概論」・「経営学概論」

等で学んだ学問知を活用して分析し、結果に

基づく報告と提案を研修先コミュニティに対

して行う。 

 

14) Community Engagement T8 （京丹後の地
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域振興プログラム） 

［問題及び活用する学問知（コア科目・専門科

目等）の例］ 

・「観光と持続可能な開発」に関する問題として、

京丹後の各観光地が抱える文化的・自然的・

経済的持続可能性にまつわる諸問題につい

て、「京都文化概論」・「グローカル地域研究」・

「観光まちづくり論」・「経済学概論」・「経営

学概論」等で学んだ学問知を活用して分析し、

結果に基づく報告と提案を地域コミュニティ

に対して行う。 

 

各研修プログラムについては、【資料 19：

「Community Engagement実習先一覧・プログラ

ム受入承諾書（複写）」】、【資料 20：「Community 

Engagement プログラムの内容」】を参照された

い。 

 

(6）成果報告会（事後学習）から専門ゼミへ 

Community Engagement（実習）の終了後、学

生は、実践の現場での体験を踏まえ、実習で学

んだ事柄や身についた能力、専門科目等を活用

した国際貢献の観点からの活動計画の達成度や

今後の課題等に関するリフレクションを行い、

他の学生や実習先の関係者、及び今後研修に参

加する予定の 1 年次生を対象として、リフレク

ションの結果を取りまとめたプレゼンテーショ

ンを実施する。実習先の関係者も交えて成果報

告会を行うことは、実習先の関係者の人々にも

国際貢献に関わるグローバルな人類共通の課題

の存在や、国際貢献の観点からの活動の重要性

に関する認識を深めて貰うことにも繋がる。ま

た成果報告会への参加を通して 1 年次生は、先

行する学年の学生達が取り組んだ問題や活動を

予め知ることで、先行する学年の問題や活動を

一部継承して更に深める、或いは先行する学年

とは別の問題や活動を企画するなど、自らの活

動計画に創意工夫を凝らすことができる。これ

は本学部が在学する学年を縦に繋ぐ「学習共同

体」を構築し、学生同士の主体的な学び合いの
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活動を深めることにも寄与する。 

この事後学習を踏まえ、学生は各自の問題意

識を自覚した上で、更に「学問知」と「経験知」

を総合させつつ、自らの属する学科やコースに

関わる領域において、国際貢献という観点から

の価値創造を目指し、専門ゼミでの学習や卒業

論文・卒論研究へと進むこととなる。Community 

Engagementは、一度活動に参加すればそれで完

了というわけではなく、例えば、国内での活動

と国外での活動を組み合わせつつ、自らの問題

意識を更に発展させていくことも可能である。 

 

 

（新旧対照表）「設置の趣旨等を記載した書類」の添付資料 20（15～30ページ） 

新 旧 

＜別紙資料 10＞参照 ＜別紙資料 10＞参照 
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【２学科共通】（要望意見） 国際貢献学部 グローバル観光学科 

７． ＜第一次審査意見１１の回答について＞ 

教員編制として、博士の学位取得者が少ないことから、今後の採用にあたっては、博士号の学位取

得者を採用するように配慮し、教員組織全体の質の向上に努めることが望ましい。 

 

（対応） 

今後、教員の新規採用にあたっては博士号取得者を優先的に採用し、計画的に博士学位取得者

を増やして教員組織全体の質の向上に努める。 

 この説明を「設置の趣旨等を記載した書類」に追記する。 

 

（新旧対照表）「設置の趣旨等を記載した書類」（25 ページ） 

新 旧 

5．教員組織編成の考え方及び特色 

（1）教員組織の編成 

（中略） 

⑤教員の新規採用にあたっては博士号取得者

を優先的に採用し、計画的に博士学位取得者

を増やしていく。 

 

5．教員組織編成の考え方及び特色 

（1）教員組織の編成 

（中略） 

  （追加） 
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