
 

 

１．科目名（単位数） マーケティング論 （2 単位） 

３．科目番号 SBMP2133 

２．授業担当教員 美藤 信也 

４．授業形態 講義・演習・ディスカッション形式の授業を行います ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
「経営戦略論」の履修が望ましい 

７．講義概要 
企業は自社の標的市場を確定し、市場需要の創造・開拓・拡大を図るために製品政策、価格政策、チャネ

ル政策、プロモーション政策を展開していることを学ぶ。 

８．学習目標 

１．マーケティング戦略の体系を理解する 

２．マーケティングリサーチの役割りを理解する 

３．４Ｐ（product,price,promotion,place）について理解する 

４．企業の社会的責任について理解する 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

次の授業で学ぶ内容の予習と各授業で学んだ内容の復習をしっかりと行ってください。レポート課題は、授

業内で告知及び説明します。 

10．教科書・参考書・

教材 

教科書は、使用しません。 

必要に応じ、プリント及び資料を配布します。参考書は、講義の際に紹介します。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．マーケティング戦略の体系について学び、説明できるようになる。 

２．マーケティングリサーチと４Ｐについて、説明できるようになる。 

３．企業の社会的責任について、自ら考えレポート等のまとめ発表できるようになる。 

○評定の方法 

[授業への積極的参加度、日常の受講態度、期末試験・レポート等を総合して評価する。 

１ 授業への積極的参加      ２０％ 

２ 小レポート・中間レポート  ３０％ 

３ 期末試験・レポート     ５０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

日本経済新聞を主とする新聞及びニュース等で取り扱われるマーケティングに関する記事をできる限り読

み、現在のトピックスや現実の動きに注視してください。 

13．オフィスアワー 授業内で通知します。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
ガイダンス（①本講義の進め方・評価の仕方, ②マーケ

ティング論で何を学ぶか。） 

事前学習 授業用のノートやファイルを準備しておく 

事後学習 マーケティング論で学ぶ全体像を把握する 

第２回 
企業経営におけるマーケティングの役割とマーケティ

ング戦略の体系 

事前学習 企業経営とマーケティングの関係を調べる 

事後学習 プリントを読み返し、授業のまとめをする 

第３回 マーケティング環境の分析と事業及び企業目標の設定 
事前学習 マーケティング環境を調べる 

事後学習 プリントを復習し、授業内容を整理する 

第４回 マーケティングリサーチ 
事前学習 マーケティングリサーチを調べる 

事後学習 プリントを読み返し、授業のまとめをする 

第５回 セグメンテーション,ターゲティング,ポジショニング 
事前学習 セグメンテーション等を調べる 

事後学習 プリントを復習し、授業内容を整理する 

第６回 製品政策①（製品の定義と新製品開発） 
事前学習 製品の定義及び製品ミックスを調べる 

事後学習 プリントを読み返し、授業のまとめをする 

第７回 製品政策②（製品ミックスとブランド戦略） 
事前学習 製品ライフサイクルや新製品開発を調べる 

事後学習 プリントを復習し、授業内容を整理する 

第８回 価格政策①（価格設定の基本） 
事前学習 価格の基本設定を調べる 

事後学習 プリントを読み返し、授業のまとめをする 

第９回 価格政策②（新製品の価格設定） 
事前学習 新製品の価格設定を調べる 

事後学習 プリントを復習し、授業内容を整理する 

第１０回 流通チャネル政策①（流通チャネルの定義と階層） 
事前学習 流通チャネルとは何かを調べる 

事後学習 プリントを読み返し、授業のまとめをする 

第１１回 流通チャネル政策②（流通チャネルの類型） 
事前学習 流通チャネルの類型を調べる 

事後学習 プリントを復習し、授業内容を整理する 

第１２回 プロモーション政策①（広告戦略） 
事前学習 プロモーション・ミックスを調べる 

事後学習 プリントを読み返し、授業のまとめをする 

第１３回 プロモーション政策②（販売促進と人的販売） 
事前学習 各プロモーションの特徴を調べる 

事後学習 プリントを復習し、授業内容を整理する 

第１４回 マーケティングと社会 
事前学習 ＣＳＲとは何かを調べる 

事後学習 プリントを読み返し、授業のまとめをする 

第１５回 全体のまとめ 
事前学習 今までの授業の内容を確認する 

事後学習 プリントの総復習する 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位数） マルチメディアと学習環境 （2 単位） 

３．科目番号 EDIT3335 

２．授業担当教員 柴田 隆史 

４．授業形態 講義および演習 ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 
マルチメディアの教育利用について、教科書に基づいて過去の実例から学ぶ。また、コンピュータを利用

したデジタル教材作成の演習を通して、マルチメディアと学習環境について理解を深める。 

８．学習目標 
情報化社会における学習環境について学び、マルチメディアに関わる最新技術や学習システムなどについ

て深く理解し、活用することを目標とする。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

学習テーマごとの課題に対して、調べたり考えたりして内容をまとめる。また、プレゼンテーションの準備
あるいはレポートの作成を行う。 

10．教科書・参考書・
教材 

【教科書】 資料を適宜配布する。 

【参考書】 井上智義、『視聴覚メディアと教育方法』北大路書房, 2006。 

日本教育メディア学会、『博物館情報・メディア論』、ぎょうせい、2013。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．授業で扱うマルチメディアの教育活用に関する内容について理解しているか。 

２．分かりやすい表現方法や明瞭かつ論理的な文章で、自分の考えを述べられるか。 

○評定の方法 

[授業への積極的参加度、日常の受講態度、レポート等を総合して評価する。 

１．授業への積極的参加、受講態度 30％ 

２．授業ごとに課されるレポートや課題 70％ 

12．受講生への 

メッセージ 

理解すべき基本事項から最新の話題までを扱います。受け身の姿勢ではなく、熱意があって積極的な履修者

の参加を期待します。 

13．オフィスアワー 初回授業で伝える。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

イントロダクション 

：講義内容の確認、履修者の知識と技術
の確認、質問・相談 

事前学習 
マルチメディアと学習環境というテーマについて何か自分の
考えをまとめておくこと。 

事後学習 
授業で出てきたキーワードのうち、興味を持ったことについて
調べる。 

第２回 マルチメディアと教育 
事前学習 

自分のこれまでの学校経験の中で使われていたマルチメディ
アについて考える。 

事後学習 ディスカッションした内容をふまえ、自分の考えをまとめる。 

第３回 メディアとメッセージ 

事前学習 メディアの教育利用について調べる。 

事後学習 
授業で出てきたキーワードのうち、興味を持ったことについて
調べる。 

第４回 
アナログからデジタルへ① 

 ビジュアルエイド、ICT 機器 

事前学習 
写真やスライド、OHP など、授業における静止画像の使い方
について考える。 

事後学習 ディスカッションした内容をふまえ、自分の考えをまとめる。 

第５回 
アナログからデジタルへ② 

 映像教材、ディスプレイ 

事前学習 
フィルムやテレビ、デジタルムービーなどの動画像の教育活用
について考える。 

事後学習 ディスカッションした内容をふまえ、自分の考えをまとめる。 

第６回 
コンピュータによる学習支援① 

：情報のデジタル化 

事前学習 
情報のデジタル化について情報処理の基礎について復習して
おく。 

事後学習 ディスカッションした内容をふまえ、自分の考えをまとめる。 

第７回 
コンピュータによる学習支援② 

：情報処理 

事前学習 
CAI や CMI、e-learning などのキーワードについて調べてお
くこと。 

事後学習 ディスカッションした内容をふまえ、自分の考えをまとめる。 

第８回 
コンピュータによる学習支援③ 

：ICT 機器、タブレット端末 

事前学習 
学校におけるタブレット端末の活用や、タブレット端末を用い
た教育ソフトについて調べる。 

事後学習 ディスカッションした内容をふまえ、自分の考えをまとめる。 

第９回 
コンピュータによる学習支援④ 

：情報通信技術 

事前学習 インターネットを利用した学習環境について調べる。 

事後学習 ディスカッションした内容をふまえ、自分の考えをまとめる。 

第１０回 メディアリテラシーと教育 
事前学習 特に教育に必要とされるメディアリテラシーについて考える。 

事後学習 ディスカッションした内容をふまえ、自分の考えをまとめる。 

第１１回 
マルチメディアや ICT を活用した教育
の実践例①：小学校における ICT 活用 

事前学習 
マルチメディアや ICT を活用した教育の実践例についていく
つか調べる。 

事後学習 ディスカッションした内容をふまえ、自分の考えをまとめる。 

第１２回 
マルチメディアや ICT を活用した教育
の実践例②：ICT 教育の動向 

事前学習 
マルチメディアや ICT を活用した教育の実践例の中から興味
を持ったことについて詳しく調べる。 

事後学習 ディスカッションした内容をふまえ、自分の考えをまとめる。 

第１３回 
情報機器を使った授業と演習① 

 対象とする教科・単元の検討 

事前学習 
実際の授業の中でどのように情報機器を活用すれば良いのか
を考える。 

事後学習 情報機器を使った模擬授業の準備を進める 

第１４回 
情報機器を使った授業と演習② 

 ICT を活用する方法の検討 

事前学習 
実際の授業の中でどのように情報機器を活用すれば良いのか
を考える。 

事後学習 情報機器を使った模擬授業の準備を進める 

第１５回 
情報機器を使った授業と演習③ 

発表および総合的なまとめ 

事前学習 授業で扱ったキーワードを確認してその内容を確認する。 

事後学習 学んだことを整理して確認をする。 



 

 

 



 

 

１．科目名（単位数） マルチメディア表現Ⅱ （2単位） 

３．科目番号 EDIT2333 

２．授業担当教員 森 正人 

４．授業形態 講義および演習 ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 

この講義を受講する場合は「マルチメディア表現Ⅰ」を履修しておくことが望ましい。 

高等学校の数学II程度の知識を必要とする内容である。 

７．講義概要 

マルチメディア表現 I では、音声・楽音及び 2 次元静止画像について学んだが、それらの基礎技術を基に

して、本講義では、動画像及び 3 次元コンピュータグラフィックス（CG）について学ぶ。先ず動画像に関し

ては、2 次元動画像の表現法、圧縮法、及び編集法について学ぶ。つづいて 3 次元 CG に関しては、3 次元物

体の表現法及び、3 次元 CG 作成の原理について学ぶ。そして、マルチメディア表現 I、Ⅱで学んできた個別

の要素技術を総動員して、具体的に 3次元 CGを作成する。 

８．学習目標 

１．2次元動画像の表現法、圧縮法、及び編集法について学ぶ。 

２．3次元物体の表現法及び、3次元CG作成の原理について学ぶ。 

３．マルチメディア表現I、Ⅱで学んできた個別の要素技術を総動員して3次元CGを作成する。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

マルチメディア表現I、Ⅱで学んできた個別の要素技術を総動員して3次元CGの作品を作成してもらうが、講

義時間内で十分な作業時間を確保出来ないので、レポートとして提出してもらう。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

(1)田上博司『阪南大学叢書 76 マルチメディア情報学概論』二瓶社。（マルチメディア表現Ⅰと同じ教科書） 

(2)佐藤淳『情報工学レクチャーシリーズ コンピュータグラフィックス』森北出版。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．2 次元動画像の表現法、圧縮法、及び編集法について、基本的事項を理解し、説明できるか。 

２．3 次元物体の表現法及び、3 次元 CG 作成の原理について、基本的事項を理解し、説明できるか。 

３．自分なりの 3 次元 CG 作品を作成できるか。 

○評定の方法 

[授業への積極的参加度、日常の受講態度、レポート等を総合して評価する。 

１．平常点(授業への積極的な参加・小テスト・レポート等) 50％ 

２．最終考課(テストもしくは最終課題) 50％ 

12．受講生への 

メッセージ 

この授業で述べることはすべて、皆さんと同じ人間が考え出したことです。先輩に敬意を表しながらも、「自

分ならどうするか」と、常に自分自身で考える習慣をつけてください。 

13．オフィスアワー 別途通知します。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 講義の概要、動画像の原理、動画像の圧縮 
事前学習 教科書(1)の 3.7.1節～3.7.3節をよく読んでおくこと。 

事後学習 動画像圧縮の原理をよく理解すること。 

第２回 動画像の編集 
事前学習 前時の内容を、しっかりと理解しておくこと。 

事後学習 講義中に提示された演習課題を完成させること 

第３回 
3次元 CGレンダリング実習 1（ソフトウェ
ア基本操作、レイトレーシングの概念） 

事前学習 教科書 3節～6節を読んでおくこと。 

事後学習 講義で習った操作の復習を行うこと。 

第４回 
3次元 CGレンダリング実習 2（モデル、ポ
リゴン等の概念） 

事前学習 配付資料の指定箇所を読んでおくこと。 

事後学習 講義で習った操作の復習を行うこと。 

第５回 
3次元 CGレンダリング実習 3（ライト、テ
クスチャの概念） 

事前学習 配付資料の指定箇所を読んでおくこと。 

事後学習 講義で習った操作の復習を行うこと。 

第６回 
3次元 CGレンダリング実習 4（シーンの概
念、レンダリングの知識） 

事前学習 配付資料の指定箇所を読んでおくこと。 

事後学習 講義で習った操作の復習を行うこと。 

第７回 CGのための数学 1（ベクトルと行列） 
事前学習 教科書(2)の 1章、2章をよく読んでおくこと。 

事後学習 教科書(2)の1章、2章に現れる問題を自分で解いてみること。 

第８回 CGのための数学 2（変換） 
事前学習 教科書(2)の 3章をよく読んでおくこと。 

事後学習 教科書(2)の 3章に現れる問題を自分で解いてみること。 

第９回 
CGのための数学 3（3次元空間の幾何学 1）
法線ベクトルの扱い 

事前学習 教科書(2)の 4章をよく読んでおくこと。 

事後学習 「平面の向き」という考え方になれること。 

第１０回 
CGのための数学 4（3次元空間の幾何学 2）
応用的内容 

事前学習 教科書(2)の 4章を再度よく読んでおくこと。 

事後学習 教科書(2)の 4章に現れる問題を自分で解いてみること。 

第１１回 
CGのための数学 5（3次元空間におけるオ
ブジェクト） 

事前学習 教科書(2)の 5章をよく読んでおくこと。 

事後学習 教科書(2)の 5章に現れる問題を自分で解いてみること。 

第１２回 3次元 CG作品作成演習 1 
事前学習 ポリゴン、レイトレーシング等の基本概念を復習しておく。 

事後学習 実作業で使用した技術的事項の理論を確認しておく。 

第１３回 3次元 CG作品作成演習 2 
事前学習 作業計画を考えておく。 

事後学習 実作業で使用した技術的事項の理論を確認しておく。 

第１４回 3次元 CG作品作成演習 3 
事前学習 作業計画を考えておく。 

事後学習 実作業で使用した技術的事項の理論を確認しておく。 

第１５回 3次元 CG作品作成演習 4 
事前学習 作業計画を考えておく。 

事後学習 提出に向けて、作品を完成させる。 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位数） 免疫学概論 （2単位） 

３．科目番号 EDHE2318 

２．授業担当教員 山本 静雄 

４．授業形態 講義、ディスカッション、ならびに課題発表 ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

 免疫系は、いろいろな細胞がさまざまな手段を駆使して働いている生体防御のための複雑なシステムであ

る。微生物や寄生虫などの感染に対して、抵抗力と防御力を与えるのが免疫系である。感染性の病原体に対

する免疫系の対応は、生存のために必須のものであり、生得的なシステムと、後天的に獲得されるものがあ

る。 

 本授業では、免疫系の基本的システム、免疫系と健康、免疫異常と病気について学び、生体防御システム

の知識を深める。 

８．学習目標 

以下について学び、説明できるようになることを学習目標とする。 

１．免疫とは何かについて学ぶ。 

２．免疫系がどのようにはたらくのか学ぶ。 

３．免疫系の反応について学ぶ。 

４．免疫系の異常と疾病について学ぶ。 

５．免疫系に影響を及ぼす因子について学ぶ。 

６．正常な免疫系を維持する要素について学ぶ。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

１．免疫現象について、例を示して簡潔にまとめなさい。 

２．IgM、IgG、S-IgA、IgE抗体の機能について簡潔にまとめなさい。 

３．ウイルス及び毒素に対する中和抗体の作用機序について図示説明しなさい。 

４．Ｉ型アレルギーの発現機序及び代表的なアレルゲンである花粉、食物ならびに昆虫毒について簡潔にま

とめなさい。 

  （レポートはＡ４サイズの用紙に横書きとすること。これらを討議にも用いる。） 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】鈴木隆二 著『カラー図解 免疫学の基本がわかる事典 第１版』西東社、2015。 

【参考書】山元 弘 編『ベーシック薬学教科書シリーズ 10 免疫学 第１版』化学同人、2008。 

          谷口 克 監『標準免疫学 第 3版』医学書院、2016。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

 １．免疫の基本である自己と非自己について理解しているか。 

２．生体の防御システムについて、理解しているか。 

○評定の方法 

 １．授業への積極的参加（授業態度、発言）      30％ 

 ２．課題レポート・発表               30％ 

 ３．期末試験                    40％ 

12．受講生への 

メッセージ 

１．最高学府の学生に相応しい主体的な学習活動を実践されるよう期待します。 

２．講義中に質問の機会をもうけますので、不明な点があれば講義の中で質問をして理解することに努めて

ください。 

３．講義中の私語及び携帯電話・スマートフォン等の使用は禁止します。 

４．レポートは簡潔にまとめ、必ず〆切までに提出してください。 

13．オフィスアワー 初回講義に周知する 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 免疫(学)の歴史と概要 
事前学習 

教科書の pp.12~23を読み、理解できない箇所を明らかに

しておく。 

事後学習 免疫とはどのような機能であるかを整理する。 

第２回 免疫に関与する臓器と細胞 
事前学習 教科書の pp.24~27、36~41を読み、概要を把握する。 

事後学習 リンパ組織と血液細胞についてまとめる。 

第３回 生体の防御機構と自然免疫 

事前学習 教科書の pp.20~23を読み、概要を把握する。 

事後学習 
生体の防御機構における免疫学的防御機構の位置付け及

び自然免疫についてまとめる。 

第４回 
獲得（適応）免疫、体液性免疫と細胞性免疫

の概要 

事前学習 
教科書の pp.52~53、58~61、104~105、30~31 を読み、概

要を把握する。 

事後学習 
獲得免疫では免疫記憶が成立することを踏まえて獲得免

疫についてまとめる。 

第５回 抗原、抗原決定基と抗体 

事前学習 教科書の pp.32~35を読み、概要を把握する。 

事後学習 

抗原は生体にとって非自己であり、抗原決定基は抗原上

に存在する抗体を産生させ、できた抗体と結合する構造

物の最小単位であることを理解し、抗原と抗体の関係に

ついてまとめる。 

第６回 抗体、免疫グロブリン（Ig） 
事前学習 教科書の pp.54~57を読み、概要を把握する。 

事後学習 抗体と免疫グロブリンの関係についてまとめる。 

第７回 免疫グロブリンクラスと性状 
事前学習 教科書の pp.54~57を理解する。 

事後学習 免疫グロブリンの H 鎖、L 鎖の抗原性を理解する。免疫



 

 

 

グロブリンの主な性状をまとめる。 

第８回 
抗原と抗体の反応、免疫複合体（IC）形成と

補体の活性化 

事前学習 
教科書の pp.30~31、132~135 を読み、概要を把握する。

事前に配布するプリントを読み概要を把握する 

事後学習 

抗原と抗体が結合すると ICが形成され、それによって補

体の古典的経路が活性化されて抗原が傷害されることを

理解する。 

第９回 補体、補体による細胞傷害作用、オプソニン 

事前学習 教科書の pp.90~95を読み、概要を把握する。 

事後学習 
補体成分、補体の活性化経路と補体の機能（細胞傷害）

について理解する。 

第１０回 

抗体によるウイルスの感染阻止と毒素の中

和（無毒化）の仕組、ワクチン、ウイルスの

抗原変異 

事前学習 教科書の pp.136~147を読み、概要を把握する。 

事後学習 
ウイルス及び毒素に対する中和抗体の作用ならびに免疫

が成立しないウイルスについて理解する。 

第１１回 
サイトカイン、細胞性免疫と細胞傷害性サイ

トカイン 

事前学習 教科書の pp.110~119、74~77を読み、概要を把握する。 

事後学習 サイトカインの性状と役割を簡潔にまとめる。 

第１２回 
アレルゲン、IgE 抗体の産生及びⅠ型（即時

型）アレルギー発現の機序 

事前学習 教科書の pp.148~151を読み、概要を把握する。 

事後学習 I型アレルギーの発現機序をまとめる。 

第１３回 

花粉、食物及び昆虫毒に対するアレルギー、

アナフィラキシー、食物アナフィラキーへの

緊急対応 

事前学習 教科書の pp.156~161、164~165を読み、概要を把握する。 

事後学習 
食物アレルゲンには共通抗原性が存在することを理解す

る。食物アナフィラキーへの緊急対応についてまとめる。 

第１４回 血液型と輸血の概要、臓器移植の概要 
事前学習 

配布資料及び教科書の pp.104~105、198~203 を読み、概

要を把握する。 

事後学習 血液型（ABO式、Rh式）と HLA型についてまとめる。 

第１５回 がん細胞に対する免疫機構の概要、まとめ 

事前学習 教科書の pp.210~213を読み、概要を把握する。 

事後学習 
免疫系のがん細胞発生監視と排除の仕組みを簡潔にまと

める。 

期末試験 

 


