
科目名 交通システム論

担当教員 辻本　勝久

対象学年 クラス E1  

講義室 開講学期

曜日・時限 単位区分

授業形態 講義 単位数 2  

準備事項

備考 標準履修年次  2・3年次

科目名（英語表記） Transport Systems  

授業の概要・ねらい

持続可能な社会とは「環境保全」「社会の安定的維持」「経済発展」が鼎立する社会である。私的な自動車に過度に依存

した従来型のまちづくりは必ずしも持続可能ではなく、徒歩・自転車・公共交通とマイカーを適切に活用する「かしこいま

ちづくり・ひとづくり」への転換が求められている。このような中で、環境・交通・道路・まちづくり等の政策領域をパッケー

ジ化した「交通まちづくり」の有用性が指摘されている。

地方都市圏においては、既にかなりの程度まで車利用を前提としたまちづくりが進められているほか、高齢化の進展や

厳しい財政状況の中、持続可能型社会づくりに向けた地方都市圏ならではの工夫が必要となる。

この講義では、人口十数万～百万人規模の地方都市圏における交通まちづくりについて理論・実務の両面から論じる。

授業計画

1 イントロダクション:地方都市圏の交通システムの現状と課題
2 交通システムと都市圏の持続可能性（１）環境面から
3 交通システムと都市圏の持続可能性（２）社会面から
4 交通システムと都市圏の持続可能性（３）経済面から
5 都市構造の転換：拡散型都市からコンパクトシティへ
6 需要追随型交通システム整備からの脱却（１）
7 需要追随型交通システム整備からの脱却（２）
8 社会的価値を重視した交通システムの整備・運営
9 一人ひとりの意識と行動の転換を促す：モビリティ・マネジメント
10 高齢社会の到来と福祉の交通まちづくり（１）
11 高齢社会の到来と福祉の交通まちづくり（２）
12 地方都市圏の公共交通幹線と交通まちづくり（１）
13 地方都市圏の公共交通幹線と交通まちづくり（２）
14 地方都市圏におけるバスの再生と交通まちづくり
15 まとめと総復習
16 単位認定試験　

到達目標
キーワードを理解し、簡単に説明できること。

講義内容を踏まえて、持続可能な都市づくりに向けた提言を行えること。

成績評価の基準と方法 確認シートとグループレポート30％、単位認定試験70％。単位認定試験は参照不可とする。

教科書 辻本勝久『地方都市圏の交通とまちづくり　－持続可能な社会をめざして』学芸出版社。

参考書・参考文献 山中・小谷・新田『改訂版まちづくりのための交通戦略　パッケージ・アプローチのすすめ』、学芸出版社。

履修上の注意 ・メッセージ
私語防止のため履修者が確定次第、全席指定とする。その際、目が悪い等の事情には配慮する。90分間のうち前半は
一般的な講義形式、後半はグループワークなどのアクティブラーニング形式で実施する。

履修する上で必要な事項 IC学生証で出欠確認を行うので、必ず携帯すること。講義資料を電子配付するため、ノートパソコン必携である。

受講を推奨する関連科目 政策科学Ⅰ、政策科学Ⅱ、都市政策、地域政策、中心市街地活性化論、その他カリキュラムツリーを参照のこと。

授業時間外学修についての指示
本授業の授業計画に沿って、プリントの再読を中心に復習を行うこと。さらに、授業内容に関連する課題に関する調査・

考察を含めて、毎回の授業ごとに自主的学修を求める。

授業理解を深める方法 グループワーク

その他連絡事項 担当教員の発展演習や専門演習（ゼミナール）の受講を希望する学生には、受講を強く推奨する。

オフィスアワー 火曜16:30-17:00（5時間目開講の時は12:45-13:00）

科目ナンバリング E238001PJ,E238002SJ  

タイトル「2020年度　経済学部シラバス」、フォルダ「2020年度　経済学部シラバス」
シラバスの詳細は以下となります。



科目名 開発経済学

担当教員 金澤　孝彰

対象学年 クラス E1  

講義室 開講学期

曜日・時限 単位区分

授業形態 講義 単位数 2  

準備事項

備考 標準履修年次  2・3年次

科目名（英語表記） Development Economics  

授業の概要・ねらい

本講義では、指定教科書をベースにして、開発途上国の経済発展を考察の対象に、まず、経済発展のための理論的基礎を整理

し、それをふまえた上で、経済発展の諸要因を理解し、貧困削減や環境問題など途上国が目下抱える構造的問題点を把握し、

さらに、それらの問題に対して開発援助等での問題解決のあり方を考察していく。

授業計画

第16回に単位認定試験を行う。

回 内容

1 概論：開発経済学とはどのような学問か？

2 開発途上国の経済発展

3 経済成長論その①（新古典派経済成長論）

4 経済成長論その②（内生的経済成長論）

5 貧困の罠

6 中所得国の罠

7 国際貿易・海外直接投資

8 産業集積

9 社会関係資本・社会ネットワーク

10 社会・経済制度

11 経済発展の政治経済学

12 農村開発

13 農村金融

14 経済協力

15 まとめ(総括)

到達目標

受講学生各自が、開発途上国の経済をめぐる諸問題の理論的、制度的、歴史的背景を把握し、また、援助の取り組みを理解す

ることを通じて、開発途上国にとどまらない貧困問題への取り組みを考察できるようにし、卒業後のキャリア的実践に役立ててい

くように誘っていく。

成績評価の基準と方法
第16回に行う単位認定試験による評価を80％とし、指定教科書各章末の練習問題提出や不定期の課題レポートの提出を20％
とする。

教科書
『開発経済学入門』(戸堂康之(著)、新世社、2015年)

参考書・参考文献
『ストーリーで学ぶ開発経済学』(黒崎卓・栗田匡相[著]、有斐閣ストゥディア、2016年)
『テキストブック開発経済学［第3版］』ジェトロ・アジア経済研究所・黒岩郁雄・高橋和志・山形辰史(編)有斐閣、2015年刊行

履修上の注意 ・メッセージ 毎回出席すること

履修する上で必要な事項 なし

受講を推奨する関連科目

東アジア経済発展論、グローバルエコノミクス、ワールドエコノミー、国際開発論、現代中国経済論

(とくに今年度前期開講の東アジア経済発展論での使用教科書には、本講義でとりあげるのと内容的に重複・関連する箇所があ

る)  

授業時間外学修についての指示

使用教科書が5年前の発行となっているので、最近の動向に関しては『日本経済新聞』の国際面での途上国関連記事や開発援

助関連記事や論説にも目を通しておくこと。

教科書の予習復習の際は、参考書として指定した2冊も読んでおくこと。

授業理解を深める方法 SDGsや貧困と援助に関する書物が数多く出ているので、それらを読む習慣をつけておくこと。

その他連絡事項 なし

オフィスアワー 前期：火曜日　16時30分～18時00分　 訪 問先：西3号館　金澤研究室

科目ナンバリング E238001GJ  

タイトル「2020年度　経済学部シラバス」、フォルダ「2020年度　経済学部シラバス」

シラバスの詳細は以下となります。



科目名 東アジア経済発展論

担当教員 金澤　孝彰

対象学年 クラス E1  

講義室 開講学期

曜日・時限 単位区分

授業形態 講義 単位数 2  

準備事項

備考

科目名（英語表記） Economic Development in East Asia   

授業の概要・ねらい

東アジア地域はこれまでいくつかの経済危機に直面しながらも経済発展をとげてきた。本講義では、こうした経済発展プロセスの把握を手

始めに、東アジア地域の経済的ダイナミズムに焦点をあてる。また、将来的な東アジア地域統合や共同体の実現可能性を念頭におきつ

つ、現時点で東アジア地域が抱える経済構造問題やそれに付随する政治・社会問題についても考察していく。

授業計画

本講義主要部分は指定教科書(1)にもとづきおおむね下欄の内容にそって計15回進めていきたいと考えている。ただし、この教科書が発行

されてから3年近く経過しているので、比較的最近の動向については指定教科書(2)と各週の「日本経済新聞」のアジア経済関連紙面記事

の紹介で補っていく。

第16回に単位認定試験を行う。

回 内容

1 概論（主に講義の進め方をめぐって）

2 東アジアの経済成長

3 工業化政策と経済発展

4 経済格差と所得格差

5 東アジアにおける国際的生産ネットワーク

6 東アジアにおける産業集積

7 国際金融環境と東アジア経済

8 東アジアにおける金融システム

9 東北アジアの経済発展モデル

10 東南アジアの経済成長経路

11 東アジアの移行経済

12 東アジアの経済統合

13 中国経済と東アジア

14 東アジア地域が抱える経済的課題

15 総括

到達目標
受講学生各自が、現状の東アジア地域の経済をめぐる諸問題の理論的、制度的、歴史的背景を把握し、具体的に説明できることができる。

この授業を通して卒業後のキャリア的実践に役立てるようにする。

成績評価の基準と方法
第16回で実施する単位認定試験の成績を80％とし、その他の講義時に不定期的に出す必修課題(レポート)および自主レポートの出来を

20％とする。

教科書

(１)三重野文晴・深川由紀子(編)『現代東アジア経済論』ミネルヴァ書房、2017年
(２)後藤健太(著）『アジア経済とは何か―躍進のダイナミズムと日本の活路―』中央公論新社(中公新書)2019年

参考書・参考文献 遠藤環・伊藤亜聖・大泉啓一郎・後藤健太(編)『現代アジア経済論―「アジアの世紀」を学ぶ―』有斐閣、2018年

履修上の注意 ・メッセージ 毎回出席すること

履修する上で必要な事項

受講を推奨する関連科目
ワールドエコノミー、開発経済学、現代中国経済論、通商政策。とくに開発経済学の単位未修得者は今期開講分を履修しておくことが望まし
い（∵本講義にて使用する教科書では開発経済学で取り扱う章も含まれているため）

授業時間外学修についての指示
2冊の教科書の内容と関連させて、東アジア地域での経済的動向に関する各種報道を整理し、自主的にレポートを作成するよう自らに心が

けること。

授業理解を深める方法

・2冊の教科書を照らし合わせてどの辺が関連しあっているかに注意しながら読み進めていくこと

・「日本経済新聞」の東アジア地域経済関連紙面（国際面、アジアBiz面、経済教室面など）を読む習慣をつけること。

その他連絡事項

オフィスアワー 前期：火曜日16時30分～18時00分　 訪 問先：西3号館　金澤研究室 ↑   

科目ナンバリング E338001GJ,E338001SJ   

タイトル「2020年度　経済学部シラバス」、フォルダ「2020年度　経済学部シラバス」

シラバスの詳細は以下となります。



科目名 地域産業論

担当教員 藤田　和史

対象学年 クラス E1  

講義室 開講学期

曜日・時限 単位区分

授業形態 講義 単位数 2  

準備事項

備考

科目名（英語表記） Lectures on Regional Industries  

授業の概要・ねらい

産業集積は，1980年代以降世界各国で注目を集めてきました．そこには停滞する先進国経済，行き詰まったフォーディズムなど様々な原因がありました．そのような状況を打
破するコンセプトとして，好調なパフォーマンスを維持する産業集積に注目が集まったのです．日本でも1990年代に入ってから，バブル崩壊後の疲弊する経済状況を打開する
策として注目を集めてきました．しかし，学問上の産業集積は「学」ではなく「論」のままでとどまっている状態です．なぜなら，理論構築の素材となる実例が，時間・空間・対象

によって異なり，未だ論争の終着点を見いだしていないからです．この講義では，広く耳目を集めた産業集積について，理論的な解説と具体的政策，そして背景の異なる地域

で展開する実際の集積を概観しながら，日本における産業集積の課題を探っていきたいと思います．

授業計画

単位認定試験に対は，16回目に相当する補講期間に実施します．
また，セクションのまとまりごとに，Moodleを利用して宿題を課します（HW印のある回の終了後）．

回 内容

1 ガイダンス

2 産業集積の理論1：集積の考え方と古典的集積論

3 産業集積の理論2：第二の産業分水嶺と新産業集積論(HW)

4 産業集積の理論3：国レベルの産業立地政策（全総と新全総）

5 産業集積の理論4：国レベルの産業立地政策（三全総以降の産業立地政策）

6 産業集積の理論5：地域レベルの産業立地政策(HW)

7 大都市圏の産業集積1:京浜工業地帯のあらましと形成過程

8 大都市圏の産業集積2:大田区の機械工業集積と仲間取引(HW)

9 大都市圏の産業集積3:アニメーション産業集積の現状

10 大都市圏の産業集積4:アニメーション産業と労働市場(HW)

11 地方の産業集積1：諏訪地域のあらましと形成過程

12 地方の産業集積2：諏訪地域の機械工業の変容と現状

13 地方の産業集積3：伊那谷のあらましと形成過程

14 地方の産業集積4：伊那谷の工業の変容と現状(HW)

15 講義のまとめ

到達目標 産業集積について，理論および政策の面から説明できること．また，具体的な産業集積を知った上で，国内の産業集積が抱える課題について解説できること．

成績評価の基準と方法 単位認定試験(70%)，宿題(20%)と講義中の小作業(10%)によって評価します.  

教科書 特に定めません

参考書・参考文献

青山裕子ほか著小田宏信ほか訳 2014. 『経済地理学キーコンセプト』古今書院．
小田宏信 2005. 『現代日本の機械工業集積－ME技術革新期・グローバル化期における空間動態－』古今書院．
水野真彦 2011. 『イノベーションの経済空間』京都大学学術出版会．
Scott, A. J. 2006. Geography and Economy. Oxford University Press: New York. 

履修上の注意 ・メッセージ
興味があれば，以下の洋書にも目を通してみると良いでしょう．

Clark, C. L., Feldman, M. P. and Gertler, M. S. 2000. The Oxford Handbook of Economic Geography. Oxford University Press: New York.  

履修する上で必要な事項
既に経済地誌，通商政策，地域政策などの授業を受講していることが望ましいです．

受講していない方を排除するものではありません．

受講を推奨する関連科目 経済地誌，都市政策，産業政策，地域政策，日本経済史など

授業時間外学修についての指示
上記の参考書のいずれかを一読することを勧めます．また，これら以外にも産業集積について取り扱った書籍は多数ありますので，図書館を利用して一冊でも多く触れるよう

にしてください．さらに，最先端の研究について知りたい方は，Ciniiを利用して学術論文を検索してもよいでしょう．不明な点はお問い合わせください．

授業理解を深める方法 簡単なグループワークを授業中に行います．

その他連絡事項

この授業では配布資料の閲覧でPCを使用します．各自持参してください．
また，資料の配付・宿題ではMoodleを利用します．ID・パスワード等が使用可能か確認してください．

なお，「都市産業論」を受講した67期以前の学生は，本科目を履修できません．

オフィスアワー
金曜日の昼休みもしくは4限の時間帯にお越しください．なお，会議等で対応できない場合もありますので，あらかじめ連絡をいただけるとありがたいです．場所：西3号館504
室

科目ナンバリング E234002BJ,E234001PJ  

タイトル「2020年度　経済学部シラバス」、フォルダ「2020年度　経済学部シラバス」
シラバスの詳細は以下となります。



科目名 子ども・子育て家庭と現代社会Ⅰ   

担当教員 金川　めぐみ 村田　和子 舩越　勝 米澤　好史 谷口　知美

対象学年 クラス

講義室 開講学期

曜日・時限 時間外 単位区分

授業形態 講義・演習 単位数 2  

準備事項

備考

科目名（英語表記） Children child care home and modern society I   

授業の概要・ねらい

家庭・学校・社会における教育の営みと子ども家庭福祉について理解を進めます。さらに、子どもの生活と遊

び、子ども理解と発達支援、子どもの貧困等、子育て家庭を取り巻く諸課題について社会的な背景もふまえて

理解するとともに、解決に向けての具体的な取り組みについて現場の実践からも学びます。フィールド・ワーク

を予定していますので、理論と実践から学ぶことができるように進めます。

授業計画

第1回 4月18日(土) 　授業ガイダンス
　　　子ども・子育て家庭の現状と地域社会　　村田　和子(地域活性化総合センター・教授)

第2回 5月9日(土) 子ども家庭福祉　　　　　 　金川めぐみ(経済学部・准教授)

第3回 6月6日(土) 子どもの生活と遊び　　　　舩越　勝　(教育学部・教授)

第4回　 6月27日(土)　子どもの貧困　　　　　　谷口　知美(教育学部・准教授)
ゲストスピーカー　「こ・はうす」馬場潔子氏

第5回　7月18日(土) 「こどもの理解と発達支援
　　　　　　　　　　～愛着・人間関係支援の視点から～」 　米澤好史(教育学部・教授)

第6回　フィールドワーク(授業時間外学習についての指示を参照)村田和子(地域活性化総合センター・教授)

到達目標

現代社会における子ども・保護者・地域社会について理解する。

家庭・学校・社会における教育の営み、家庭教育福祉について認識を深める。

市民社会の形成者の一人として、子ども・子育て家庭における諸課題の解決に向けた取り組みを知り、理解す

ることができる。

成績評価の方法・基準 出席点(50点)、レポート(50点)で評価します。

教科書 特に定めません。

参考書・参考文献 適宜提示します。

履修上の注意・メッセージ 社会人とともに学び、意欲ある学生の参加を期待します。

履修する上で必要な事項 特になし。

履修を推奨する関連科目

授業時間外学修についての指示
第6回のフィールドワークとして岸和田市内の子ども・子育て関連施設のフィールドワークを予定しています。日
程内容詳細は、第1回目のガイダンスで説明します。

その他連絡事項
後期科目として「子ども・子育て家庭と現代社会Ⅱ」を開講予定です。学部生は、本前期科目を履修しないと、
後期科目を履修することはできません。

授業理解を深める方法

(2)PBL学習
(3)発見学習、体験学習、反復授業
(4)普遍的な正答や定型的なモデルが存在しない題材に対し、学生自らが合理的な解を導きだす学習
(9)複数の領域にまたがる解法を必要とする学習

オフィスアワー 前期水曜2限、村田研究室

科目ナンバリング C9320102J   

開講学期（変更しないでください） 前期

タイトル「2020年度　教養教育科目／連携展開科目シラバス」、フォルダ「2020年度　教養教育科目／連携展開科目シラバス－連携展開科目」
シラバスの詳細は以下となります。



科目名 地域創業論

担当教員 木村　亮介 佐藤　祐介

対象学年 クラス

講義室 開講学期

曜日・時限 水５ 単位区分

授業形態 講義 単位数 2  

準備事項

備考

科目名（英語表記） Starting new businesses in community   

授業の概要・ねらい

わかやま未来学副専攻科目（３年次推奨）。

地域において、「業」が「創」り出されること、創り出された業が安定的成長を見せることは、その経済的側面のみならず、地域社会に関わるあらゆる側面に多大なる影響を及

ぼします。実際に創業・第二創業をされた方々をお招きし、様々な視点から創業の面白さや難しさなどを学んでいきます。さらに、起業に限らず様々な立場・局面で新たな事業

を創造していく際に必要な基礎的な知識を学習し、自分たちでビジネスプランの作成に取り組みます。

〔狙い〕

・起業・開業だけでなく、第二創業、新規事業の立ち上げなど既存組織で働く立場においても役立つスキル・マインドを知る

・実践型インターンシップなどに応用できるようになる

・香村賞やクラウドファンディング等を活用して、実現に向けた自主活動へつなげる

＊この科目は、創業者等がゲストスピーカーとして、実際の創業事例について紹介をします。

※2020年度は副専攻プログラム変更にともない、特別な講義形式になります。

授業計画

回 内容

1 オリエンテーション、ビジネスプランづくりに向けて

2 【ワーク】ビジネスモデルの見方、和歌山の課題整理（SWOT分析）

3 【事例ゲスト】第二創業、経営革新実践例

4 【事例ゲスト】第二創業、経営革新実践例

5 【事例ゲスト】起業実践例

6 【事例ゲスト】クラウドファンディングを活用した事業立ち上げ例

7 【ワーク】テーマ設定・課題分析

8 【講義】ビジネスアイデアからコンセプト立案

9 【講義】ビジネスプランの作り方

10 【講義】資金計画と資金調達

11 【ワーク】ビジネスプラン作成

12 【ワーク】ビジネスプラン発表準備

13 【発表】ビジネスプランのグループ発表

14 【発表】ビジネスプランのグループ発表

15 【講義】講評と全体の振り返り

到達目標 ビジネスプランを一通り構想することができる

成績評価の方法・基準
各事例のビジネスプランシート（個人） 50％
ビジネスプラン発表（グループ） 50％

教科書 指定なし

参考書・参考文献 授業内で適宜紹介

履修上の注意・メッセージ

※2020年度は副専攻プログラム変更にともない、特別な講義形式になります。
対象学年変更により、2020年度は履修対象者がほとんどいないため、映像授業＋グループでのビジネスプラン作成を行います。
受講を希望する学生は必ずオリエンテーションに参加してください。

・グループでビジネスプランを発表してもらいます。グループワークに積極的に取り組む意思のない方は受講を遠慮してください。

・わかやま未来学副専攻の必修科目です。

わかやま未来学副専攻を修了するためには、この講義の履修が必要です。

※この講義の履修は、地域協働セミナーの履修が必須条件になります。

履修する上で必要な事項 履修上の注意参照

履修を推奨する関連科目 ・別途実施する副専攻科目（地域専門科目群含む）

授業時間外学修についての指示
本授業の授業計画に沿って、準備学習と復習を行ってください。さらに、授業内容に関連する課題に関する調査・考察を含めて、毎回の授業ごとに自主的学習を求めます。

授業時間外にグループでビジネスプランの企画に取り組む必要があります。

その他連絡事項 特になし

授業理解を深める方法

(4)普遍的な正答が存在しない題材に対し、学生自らが合理的な解を導き出す学習
(5)学生自らが具体的なテーマや対象を設定する学習
(6)学生自らが実施する調査やトレーニングを必要とする学習
(8)学生による発表をともなう学習
(10)グループワークをともなう学習

オフィスアワー

前期：木曜3限、後期：水曜2限　Ｇ棟インターンシップ相談室
それ以外の時間を含めて、可能な限りMoodleに掲載するリンクから事前予約をしてください。
水４限　図書館３F佐藤教員室（佐藤）

科目ナンバリング C9310001J   

開講学期（変更しないでください） 前期

タイトル「2020年度　教養教育科目／連携展開科目シラバス」、フォルダ「2020年度　教養教育科目／連携展開科目シラバス－連携展開科目」
シラバスの詳細は以下となります。



科目名 地域協働演習基礎

担当教員 藤田　和史 西川　一弘 木村　亮介 佐藤　祐介 宮川　智子 佐久間　康富 大浦　由美 尾久土　正己 永瀬　節治

対象学年 クラス

講義室 開講学期

曜日・時限 木５ 単位区分

授業形態 演習 単位数 1  

準備事項

備考

科目名（英語表記） Community Collaboration Planning Exercise Basic   

授業の概要・ねらい

わかやま未来学副専攻科目として、和歌山圏域の各地域が抱える課題を事例としたグループワークを中心とする講義です。和歌山県の地方

都市・地域社会が抱える多様かつ複合的な課題を理解し、その解決策を自分たちの知恵をつかって提案します。副専攻では、3つのテーマ「地
域産業」、「まちづくり」、「ツーリズム」を含む事例をとりあげます。グループワークは６回を1セットとして行い、授業全体を通じて「3つのテーマ」
に取り組みます。

授業計画

回 内容

1 オリエンテーション

2 グループワーク　「わかやまの地域プロモーション」　について現状分析

3 グループワーク　「わかやまの地域プロモーション」　について現状分析

4 グループワーク　「わかやまの地域プロモーション」　について課題検討

5 グループワーク　「わかやまの地域プロモーション」　について課題検討

6 グループワーク　「わかやまの地域プロモーション」　について課題検討

7 グループワーク　「わかやまの地域プロモーション」　について解決策提案・プレゼンテーション

8 全体のふりかえり

9

10

11

12

13

14

15

到達目標
各テーマに沿って和歌山圏域の現状・課題・可能性を理解したうえで、それらに自らがいかに取り組んでいくことができるかを考え、グループ

ワークを通じて提案できること。

成績評価の方法・基準
レポート(最終)　100％
※グループワークでは自発的に与えられた役割を果たすことが高評価につながります。

教科書 指定なし

参考書・参考文献 適宜紹介します

履修上の注意・メッセージ

・わかやま未来学副専攻の必修科目です。

わかやま未来学副専攻を修了するためには、この講義の履修が必要です。当分の間、この授業の受講をもって、わかやま未来学副専攻の登

録と見なされます。

履修する上で必要な事項 特になし

履修を推奨する関連科目 ・別途実施する副専攻科目（地域専門科目群含む）

授業時間外学修についての指示
本授業の授業計画に沿って、各回準備学習と復習を行ってください。さらに、授業内容に関連する課題に関する調査・考察を含めて、毎回の授

業ごとに自主的学習を求めます。

その他連絡事項 授業内でPC を使用しますから，各自持参すること。

授業理解を深める方法
この授業は学生自らが課題をたて、グループワークを通じて主体的に取り組み、授業内で発表を行う授業です。学生自身の到達レベルを客観

的に把握するための「わかやま未来学副専攻ルーブリック」を随時用います。

オフィスアワー
前期：水曜4限、後期：水曜4限　図書館3F佐藤教員室 （佐藤） この授業の質問等は、佐藤が取りまとめて各担当教員に連絡します。なお、オ
フィスアワーに設定した時間であっても、会議、出張、休暇で不在や、相談者が重複する場合があります。

科目ナンバリング C9310002J   

開講学期（変更しないでください） Q1   

タイトル「2020年度　教養教育科目／連携展開科目シラバス」、フォルダ「2020年度　教養教育科目／連携展開科目シラバス－連携展開科目」
シラバスの詳細は以下となります。



科目名 地域協働演習Ａ

担当教員
藤田　和史 西川　一弘 木村　亮介 佐藤　祐介 宮川　智子 佐久間　康富 大浦　由美 尾久土　正己

永瀬　節治

対象学年 クラス

講義室 開講学期

曜日・時限 木５ 単位区分

授業形態 演習 単位数 1  

準備事項

備考

科目名（英語表記） Community Collaboration Planning Exercise A   

授業の概要・ねらい

わかやま未来学副専攻科目として、和歌山圏域の各地域が抱える課題を対象としたフィールドワークを中心と

する授業です。副専攻の3つのテーマ「地域産業」、「まちづくり」、「ツーリズム」に基づいて提供される複数のプ
ロジェクトから一つを選択し、それぞれの地域（分野）において、課題発見から解決策を見いだすまでの一連の

プロセスを実践的に学ぶ演習科目です。

授業計画

1コマ目：全体ガイダンス

2コマ目～7コマ目：各プロジェクトに分かれて地域フィールドでの演習
授業開始～授業終了までの期間において合計16時間以上の活動を予定しています。

8コマ目　まとめ

到達目標

各テーマ・プロジェクトに沿って和歌山圏域の現状・課題・可能性を理解したうえで、

それらに自らがいかに取り組んでいくことができるかを考え、

グループワークを通じて提案することができる。

成績評価の方法・基準
レポート　100％
※グループワークでは自発的に与えられた役割を果たすことが高評価につながります。

教科書 指定なし

参考書・参考文献 適宜紹介します

履修上の注意・メッセージ

この授業は各プロジェクトに分かれて行います。基本は木曜5限ですが、各プロジェクトのスケジュールに従っ
て、集中形式も併用して開講します。履修の際は各プロジェクト担当教員からの日程等の連絡を必ず確かめて

授業に参加してください。

・わかやま未来学副専攻の必修科目です。

わかやま未来学副専攻を修了するためには、この講義の履修が必要です。

※この講義の履修に必要な条件として、地域協働演習基礎の履修を強く推奨します。

履修する上で必要な事項 特になし

履修を推奨する関連科目 ・別途実施する副専攻科目（地域専門科目群含む）

授業時間外学修についての指示
本授業の授業計画に沿って、各回準備学習と復習を行ってください。さらに、授業内容に関連する課題に関す

る調査・考察を含めて、毎回の授業ごとに自主的学習を求めます。

その他連絡事項 授業内でPC を使用しますから，各自持参すること。

授業理解を深める方法

この授業は学生自らが課題をたて、グループワークを通じて主体的に取り組み、授業内で発表を行う授業で

す。学生自身の到達レベルを客観的に把握するための「わかやま未来学副専攻ルーブリック」を随時用いま

す。

オフィスアワー

前期：水曜4限、後期：水曜4限　図書館3F佐藤教員室 （佐藤） この授業の質問等は、佐藤が取りまとめて各担
当教員に連絡します。なお、オフィスアワーに設定した時間であっても、会議、出張、休暇で不在や、相談者が

重複する場合があります。

科目ナンバリング C9310003J   

開講学期（変更しないでください） Q2   

タイトル「2020年度　教養教育科目／連携展開科目シラバス」、フォルダ「2020年度　教養教育科目／連携展開科目シラバス－連携展開科目」
シラバスの詳細は以下となります。



科目名 地域協働演習Adv.   

担当教員
藤田　和史 西川　一弘 木村　亮介 佐藤　祐介 宮川　智子 佐久間　康富 大浦　由美 尾久土　正己

永瀬　節治

対象学年 クラス

講義室 開講学期

曜日・時限 時間外 単位区分

授業形態 演習 単位数 2  

準備事項

備考

科目名（英語表記） Community Collaboration Planning Exercise Adv.   

授業の概要・ねらい
和歌山県域の民間企業・自治体・NPO等で行う実践型インターンシップです。これまでの学修の成果を踏ま
え、それぞれの現場での実践に応用する力を養います。この演習は、わかやま未来学副専攻科目です。

授業計画

1回目　オリエンテーション・事前指導
2回目～14回目　各自のフィールドに分かれて実践型インターンシップを行う
15回目　ふりかえり・事後指導・発表会

到達目標

各テーマ・プロジェクトに沿って和歌山圏域の現状・課題・可能性を理解したうえで、

それらに自らがいかに取り組んでいくことができるかを考え、

現場でのインターンシップを通じて提案できる。

成績評価の方法・基準 インターンシップのプロセス・成果物によって評価　100％

教科書 指定なし

参考書・参考文献 適宜紹介します

履修上の注意・メッセージ

・わかやま未来学副専攻の必修科目です。

わかやま未来学副専攻を修了するためには、この講義の履修が必要です。

※この講義の履修は、わかやま未来学副専攻の登録および、地域協働セミナー、地域協働演習基礎、地域協
働演習A,B,Cの履修が必須条件になります。

履修する上で必要な事項

実践型インターンシップでは、交通費や宿泊費など、活動のための実費がかかる場合があり、それらは履修者

個人の負担となります。

別途キャリアセンターのインターンシップガイダンスに参加することが必須です。

履修を推奨する関連科目 ・別途実施する副専攻科目（地域専門科目群含む）

授業時間外学修についての指示
本授業の授業計画に沿って、準備学習と復習を行ってください。さらに、授業内容に関連する課題に関する調

査・考察を含めて、毎回の授業ごとに自主的学習を求めます。

その他連絡事項 授業内でPC を使用しますから，各自持参すること。

授業理解を深める方法
この授業は学生自らが課題をたて、課題解決型インターンシップに主体的に取り組み、発表を行う授業です。

学生自身の到達レベルを客観的に把握するための「わかやま未来学副専攻ルーブリック」を随時用います。

オフィスアワー

前期：水曜4限、後期：水曜4限　図書館3F佐藤教員室 （佐藤） この授業の質問等は、佐藤が取りまとめて各担
当教員に連絡します。なお、オフィスアワーに設定した時間であっても、会議、出張、休暇で不在や、相談者が

重複する場合があります。

科目ナンバリング C9310006J   

開講学期（変更しないでください） 通年

タイトル「2020年度　教養教育科目／連携展開科目シラバス」、フォルダ「2020年度　教養教育科目／連携展開科目シラバス－連携展開科目」
シラバスの詳細は以下となります。



科目名 モバイルシステム技術論１

担当教員 吉野　孝

対象学年 3年 クラス S1   

講義室 Ａ－１０４ 開講学期 前期

曜日・時限 月３ 単位区分 選必

授業形態 講義 単位数 1  

準備事項 ２Ｑ

備考

科目名（英語表記） Mobile System Technology I   

授業の概要・ねらい

スマートフォンやタブレット端末などのモバイル端末は，多くの人が利用する情報端末として，中心的なものとなった．モバイル端末を用いるモ

バイルシステムの特徴としては，位置情報機能，無線通信機能，センサデバイスの機能を備えている点である．モバイルシステムを設計するた

めには，その構成要素を十分に理解することが必要である．本講義では，モバイルシステムの構成要素を中心に講義を行う．

授業計画

回 内容

1 モバイルシステムの概要

2 ５Ｇの世界

3 移動体通信サービス

4 無線アクセスネットワーク技術

5 コアネットワーク技術と位置情報処理

6 モバイル端末・機器ハードウェア技術１

7 モバイル端末・機器ハードウェア技術２

8 期末試験

9

10

11

12

13

14

15

到達目標
移動体通信サービスの仕組み，無線アクセスネットワーク技術の仕組み，位置情報機能，無線通信機能，センサデバイスなど，モバイルシステ

ムの基本知識の修得を目指します．また，ネットワークセキュリティやコンテンツサービスに対する理解も目指します．

成績評価の方法・基準

成績評価は，下記で行います．

講義への質問およびコメント（10％），各講義における小テスト（10％），期末試験（80％）．
期末試験の受験には，授業回数の2／3以上の出席が必要です．

教科書 講義中に資料（PDF）を配付します．

参考書・参考文献 モバイルシステム技術テキスト，リックテレコム

履修上の注意・メッセージ

履修する上で必要な事項 講義中の資料として，講義中にPDFをダウンロード可能とします．

履修を推奨する関連科目 情報系の科目は，講義の理解の助けとなります．

授業時間外学修についての指示

授業計画に沿った予習および復習に，計60時間の授業時間外学習を行うことが必要です．また，授業内容に関連する課題の調査・考察を含め
た自主的学習を求めます．

その他連絡事項 講義資料（PDF）の閲覧のためには，PCあるいはタブレット端末などが必要になりますので，各自の端末を持参すること．

科目ナンバリング S3110K25J   

授業理解を深める方法

オフィスアワー 月曜日4限

タイトル「2020年度　システム工学部シラバス」、フォルダ「2020年度　システム工学部シラバス」
シラバスの詳細は以下となります。



科目名 情報ネットワークＡ

担当教員 吉野　孝

対象学年 2年 クラス S1   

講義室 Ａ－１０１ 開講学期 前期

曜日・時限 水２ 単位区分 必

授業形態 講義 単位数 1  

準備事項 １Ｑ

備考

科目名（英語表記） Information network A   

授業の概要・ねらい

情報ネットワーク（本講義では，インターネットを中心に説明）は，現代社会の基盤として重要度が増している．本講義では，情報技術者としての

基本的な知識および技術の修得を行う．ネットワーク利用の知識はもとより，ネットワークセキュリティおよび応用サービスに関する知識の修得

を行う．インターネットは，現在のコンピュータシステムの基盤技術となってきており，コンピュータを用いたシステムは，様々な形でインターネッ

トを利用した機能を有しています．インターネットに関する基本的な知識を修得することにより，以降の講義の理解が深まります．情報ネットワー

クＡでは，インターネット基本概念，インターネットの歴史，OSI参照モデルの５層，６層，７層のプロトコル，ネットワークセキュリティについて学
ぶ．

授業計画

回 内容

1 導入，インターネットの基本概念，インターネットの歴史

2 階層化アーキテクチャ（OSI参照モデル）とプロトコル

3 HTTP（Webの仕組み）とDNS

4 電子メール（SMTP, POP, IMAP），プレゼンテーション層（文字コード，MIME）

5 セッション層（SSH, VPN），各種プロトコル（FTP, NTP）

6 ネットワークセキュリティ（攻撃方法・ファイアウォール）

7 ネットワークセキュリティ（ウィルス，暗号化通信，フィッシング，スパムメール），他

8 講義のまとめと試験

9

10

11

12

13

14

15

到達目標

１．階層化アーキテクチャとプロトコルを理解し，説明できる．

２．Webの仕組みを理解し，説明できる．
３．電子メールの仕組みを理解し，説明できる．

４．コンピュータネットワークの基本技術を理解し，説明できる．

５．ネットワークセキュリティの重要性を理解し，攻撃方法とその対処方法について，理解する．

成績評価の方法・基準 成績評価は，講義への質問＆コメント（10％），講義内容確認小テスト（10％），期末テスト（80％）．

教科書 マスタリングTCP/IP　入門編（第6版），オーム社

参考書・参考文献

Lepton先生の「ネットワーク技術」勉強会，翔泳社
「TCP/IPで学ぶネットワークシステム」，森北出版
「パッとわかるネットワークの教科書」，ＤＡＲＴ

「3分間ネットワーク基礎講座」，技術評論社

履修上の注意・メッセージ

インターネットは，人が作り上げた技術であり，基本的な知識として多数の事項を覚える必要があります．それぞれの事項は互いに密接に関連

しています．それぞれの技術が作られた背景を知ることにより，全体の理解が深まります．

OSI参照モデル全体の理解を深めるためには情報ネットワークB/C/Dも受講することを推奨します. また，座学だけでなく実践的な理解のために
情報ネットワーク演習A/Bの受講を推奨します.   

履修する上で必要な事項 講義中の資料として，講義中にPDFをダウンロード可能とします．

履修を推奨する関連科目 情報ネットワークＢ／Ｃ／Ｄ，情報ネットワーク演習Ａ／Ｂ

授業時間外学修についての指示 授業計画に沿った予習・復習，小テストの解答に，計30時間の授業時間外学習を行うことが必要です．

その他連絡事項 講義資料（PDF）の閲覧のためには，PCあるいはタブレット端末などが必要になりますので，各自の端末を持参すること．

科目ナンバリング S2110K20J   

授業理解を深める方法 参考書に挙げた書籍などを参照することで，授業理解が深まります．

オフィスアワー 月曜日４限

タイトル「2020年度　システム工学部シラバス」、フォルダ「2020年度　システム工学部シラバス」
シラバスの詳細は以下となります。



科目名 観光戦略論（ｔ）

担当教員 竹林　浩志

対象学年 2年 クラス T1   

講義室 開講学期 前期

曜日・時限 単位区分 選必

授業形態 単位数 0  

準備事項

備考

科目名（英語表記） Strategic Management for Tourism   

授業の概要・ねらい

観光の運営がうまくいくかどうかは、観光資源の有無や観光資源それ自体の集客力によって決まるというように受け身的に理解されることが多

いのですが、最近の考え方では、戦略的志向をもつことが重要だと考えられています。戦略的思考とは、環境の変化やそれへの適応を前提と

して、獲得するべき目標を冷静に分析し、それに向かう適切な活動を確定することを考えることで、経営体が成功するのかあるいは失敗するの

かに多大な影響を与えるものとされています。本講義では、観光経営体のマネジメントについて戦略的な視点から考えてみたいと思います。

授業計画

（内容・順序において若干の変更もありうるが了承いただきたい）

回 内容

1 観光の定義･範囲・動向

2 戦略とはなにか

3 観光経営体の使命･目標

4 利害関係者

5 使命と文化

6 外部環境の分析

7 内部要因の分析（１）

8 内部要因の分析（２）

9 経営戦略の種類（１）

10 経営戦略の種類（２）

11 経営戦略の評価

12 経営計画化

13 変化の管理

14 コントロールと評価

15 まとめ＋試験

到達目標
観光経営体における戦略の策定からその実行に至るまでのプロセス（順序・手続き・方法）をアンゾフやポーターの戦略理論を土台として説明

しますので、そこから現代における観光経営体のあるべき姿を考察してもらうことにあります

成績評価の方法・基準
試験　70%
各講義時に行われる課題・小テスト　30%   

教科書 特に使用しない

参考書・参考文献

ジョン・トライブ著、大橋昭一/渡辺朗/竹林浩志訳『観光経営戦略』（センゲージ･ラーニング） ISBN 449604336X 
吉田和夫／大橋昭一監修『最新・基本経営学用語辞典（改訂版）』（同文舘）ISBN 4495357166 
その他、講義中に適時紹介する

履修上の注意・メッセージ 観光経営体の戦略について一緒に考えてみましょう。

履修する上で必要な事項

履修を推奨する関連科目 経営学関係科目

授業時間外学修についての指示

基本的に授業計画に沿って進めますが、各講義ごとに「次回の講義のねらい」を説明しますので、準備学習と復習を行ってください。さらに、授

業内容に関連する課題に関する調査・考察を含めて、毎回の授業ごとに自主的学修を求めます。

詳細は、講義中に適時指示します。

その他連絡事項

科目ナンバリング T3285J06J   

授業理解を深める方法
(4)普遍的な正答や定型的なモデルが存在しない題材に対し、学生自らが合理的な解を導き出す学習：観光経営体の戦略に「唯一最善の方
策」はありませんので、現実の観光に関連する組織や、組織で起きている諸問題に対して日ごろから関心を持つことを心掛けてください。

オフィスアワー 前期：水曜日昼休み　竹林浩志研究室まで

タイトル「2020年度　観光学部シラバス」、フォルダ「2020年度　観光学部シラバス」
シラバスの詳細は以下となります。



科目名 観光空間計画論

担当教員 永瀬　節治

対象学年 2年 クラス T1   

講義室 開講学期 前期

曜日・時限 単位区分 選必

授業形態 単位数 0  

準備事項

備考

科目名（英語表記） Spatial Planning & Design on Tourism   

授業の概要・ねらい

観光地の魅力は、人々が実際に体験する空間の質とも大きく関わっている。本講義では、観光対象としての地域空間・都市空間を捉え、そこで

の豊かな体験を生み出す空間のあり方と、その計画・設計手法等について学ぶ。前半では、観光地としての魅力を高める上で重要な公共空間

や回遊性のあり方、その計画・設計手法や実現のための仕組みについて講義する。後半では、我が国における観光空間計画の歩みをたどり、

現在の具体的な空間計画・整備活用の事例について、いくつかのテーマ別に取り上げ、魅力的な観光空間の実現手法への理解を深める（ゲス

トスピーカーによる講義も行う）。なお、本講義で扱う「空間計画」は、主に都市・地域全体を対象とした都市デザインの考え方を観光地に応用す

るものであり、単体の観光施設（リゾートホテルやテーマパークなど）の計画・設計に関する知識習得は意図していない。

授業計画

回 内容

1 ガイダンス：観光と空間計画（計画・設計・デザイン）

2 観光地と公共空間

3 「パタン・ランゲージ」の発想

4 街路空間のデザイン

5 広場空間のデザイン

6 緑と水辺のデザイン

7 回遊性のデザイン

8 地域の空間を計画・設計する主体

9 都市空間を観察する1（フィールドワークを予定）

10 都市空間を観察する2（フィールドワークを予定）

11 地域の歴史的環境を活かす

12 現代の観光計画を考える2（ゲスト講義を予定）

13 生活空間に受け入れる

14 公共空間をマネジメントする

15 まとめと試験

到達目標
質の高い公共空間を成立させている物的・社会的条件、空間計画上の基本的な考え方や手法、それを具体的なまちづくりのプロセスの中で実

現するための仕組みが理解できるようになる。

成績評価の方法・基準 中間レポート50％、最終試験50％

教科書 特に指定しない。

参考書・参考文献 講義の中で適宜指示する。

履修上の注意・メッセージ 毎回の講義資料は前日までにLive Campusにアップするので、各自でダウンロード・印刷の上、持参してください。

履修する上で必要な事項

履修を推奨する関連科目

授業時間外学修についての指示

本授業の授業計画に沿って、準備学習１時間と復習２時間を行ってください。さらに、毎回の講義で得た知識は、日常的に接する都市空間や、

インターネット等で得られた身近なまちづくりの情報と照らし合わせながら調査・考察を行うなど、各自の関心を深める形での自主的学修を求め

ます。

その他連絡事項 授業の順序・内容は一部変更する場合があります。

科目ナンバリング T3285K06J   

授業理解を深める方法
身近な公共空間の実例を各自で調査し、空間の特色や利用のしやすさ等を考察する課題を出す予定です。日常生活や旅先などで、積極的に

さまざまな都市や地域を体験し、居心地の良い空間、魅力的な場所を受け止める感性を磨いておくことが、講義の理解に役立ちます。

オフィスアワー 火曜12:30～13:00   

タイトル「2020年度　観光学部シラバス」、フォルダ「2020年度　観光学部シラバス」
シラバスの詳細は以下となります。
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