
 

 

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 城田 吉孝 

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」および「経営組織論」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 

（１）小レポート：マクドナルドのマーケティング戦略について調べたレポート（A4用紙1枚）を第3回に提
出すること。  
（２）中間レポート：自社の売り上げの一部を寄付している会社、地域貢献をしている会社の活動内容を調

べたレポート（A4用紙1枚）を第9回に提出すること。 
（３）期末レポート：身近な社会福祉法人のＰＲ活動について調べたレポート（A4用紙1枚）を第15回に提出
すること。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 
城田吉孝著『ポイントマーケティング情報論』中部日本教育文化会、2016。 
【参考書】 

宮澤永光・城田吉孝・江尻行男 編『現代マーケティング－その基礎と展開』ナカニシヤ出版、2009。 
西田安慶・城田吉孝 編著『マーケティング戦略論』学文社、2011。 

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 

本学の基本方針として学生個人の思考力、創造力、問題解決能力を育成することを目的としている。受講

生は、下記のことを守ること。 
①授業には欠席、遅刻、早退はしないこと（欠席、遅刻、早退の場合は、その理由を書面にて提出のこと）。 
②授業中理解できなかったことは、そのまま放っておかず質問すること。 

③授業中は私語、居眠りをしないこと。また、携帯電話のスイッチは切っておくこと。 
④授業中は緊張感と集中力を保ち、積極的な態度で授業に参加すること。 
⑤課題の提出期限を厳守すること。 

13．オフィスアワー 第 1回の授業時に伝える。 

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 第１章 マーケティングの概念と役割 

事前学習 

p.5 と補論２のフォードとＧＭを読み企業経
営におけるマーケティング役割についてま
とめること。 

事後学習 
マーケティング重視の背景と適用の拡大に

ついてまとめること。 

第２回 
第２章 マーケティング戦略：マネジリアルマーケティ

ングの成立経過と展開 

事前学習 
p.13 のマネジリアルマーケティングの成立
経過について読みまとめること。 

事後学習 
マーケティング戦略の展開についてまとめ

ること。 

第３回 第２章 マーケティング戦略：マーケティングミックス 

事前学習 
pp.26～28 を読み製品、場所、プロモーショ

ン、価格についてまとめること。 

事後学習 競争対応を読みまとめること。 

第４回 第３章 製品情報 

事前学習 
p.38 の第１節の製品の意義と分類について
まとめること。 

事後学習 
p.39 の第３節のサービスマーケティングに

ついてまとめること。 

第５回 
第４章 ブランド情報：第１節ブランドの定義、第２節

ブランド商標、製品開発とブランド構築 

事前学習 
第１節のブランドの定義と役割についてま

とめること。 

事後学習 
第２節の製品開発とブランド構築の関係に

ついてまとめること。 



第６回 第４章 ブランド情報：ブランドエクイティ 

事前学習 
p.53 のブランドエクイティの概要について

まとめること。 

事後学習 ブランド戦略についてまとめること。 

第７回 第５章 価格情報 

事前学習 
p.72 の価格決定の基本的な方法についてま

とめること。 

事後学習 価格政策についてまとめること。 

第８回 第６章 チャネル情報 

事前学習 p.85のチャネル役割についてまとめること。 

事後学習 チャネル政策についてまとめること。 

第９回 第７章 プロモーション情報 

事前学習 
p.93の広告・パブリシティ・広報の意味につ
いてまとめること。 

事後学習 広告の機能と種類についてまとめること。 

第１０回 第８章 マーケティング情報 

事前学習 
p.111 を読みマーケティング情報システムに
ついてまとめること。 

事後学習 
p.113 のマーケティングリサーチの研究系譜

についてまとめること。 

第１１回 第９章 マーケティングリサーチの役割 

事前学習 
p.127 を読みマーケティングリサーチの範囲
についてまとめること。 

事後学習 
マーケティングリサーチの役割についてま

とめること。 

第１２回 
第１０章 マーケティングリサーチの範囲 
第１１章 マーケティングリサーチの方法 

事前学習 
p.130 を読みマーケティングリサーチの範囲

についてまとめること。 

事後学習 
p.136 を読みマーケティングリサーチの方法

についてまとめること。 

第１３回 
第１２章 調査票の設計 

第１３章  標本調査 

事前学習 
p.146 を読み質問文の注意点についてまとめ
ること。 

事後学習 標本数の決め方についてまとめること。 

第１４回 
第１４章 データ分析と調査結果の報告、 
第１５章 マーケティング課題と展望 

事前学習 
p.159 のデータ分析の要点についてまとめる

こと。 

事後学習 
p.160 の調査結果の報告書の注意点について

まとめること。 

第１５回 補論１ コーズリレーテッドマーケティング 

事前学習 
p.165 を読みコーズリレーテッドマーケティ
ングについてまとめること。 

事後学習 
コーズリレーテッドマーケティングの課題

についてまとめること。 

期末試験 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

１．科目名（単位数） 倫理学 （2 単位） 

３．科目番号 GELA1320 

２．授業担当教員 高橋 勝 

４．授業形態 講義、演習、ディスカッション ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

 われわれ人間は、事実的な文脈（「～である」）と価値的な文脈（「～すべき/よい/悪い」）とが交差しながら

織り成す毎日の中で生きている。大雑把に言えば、「科学」を志向するさまざまな学問分野は、前者（事実）

を明らかにすることを目指しており、他方、後者（価値）をその研究対象に据えているのが、哲学や本コー

スで学ぶ倫理学である。 

 価値（判断）という捉えどころのないものに対して、人類社会は、少なくとも 2,000 年以上にわたって思

索を積み重ね、叡智を積み上げてきた。本コースでは、そのような倫理学の主要な理論や学説を、日常生活

につながりをもつような問いと重ね合わせながら学んでいく。 

８．学習目標 

１ 現代社会における様々な倫理的問題に関心を持ち、それに対する自分の意見を発表することができる。 

２ さまざまな倫理学説を学ぶことによって、日常生活の中にいろいろなかたちで姿を表す「正義」「幸福」

「公正」「自由」「義務」といった概念に対して、自分なりに根拠をもって説明できるようになる。 

３ 倫理的問題に関する様々な議論を理解し、それを踏まえて自分の意見を聞いている人に分かりやすく述

べることができる。 

４ ディスカッションを通して、人の意見をよく聞き、自分の意見を人に分かりやすく伝えることができる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

１．事前課題・ワークシート（各回の講義内容に沿った課題を提示する。） 

２．期末レポート 

「事前課題・ワークシートに記述してきた自分の意見や授業中のディスカッションを踏まえて、自分自身

の倫理観について分析しなさい。」 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

高橋勝『応答する〈生〉のために――〈力の開発〉から〈生きる歓び〉へ』東信堂、2019年。 

【参考書】 

加藤尚武『新・環境倫理学のすすめ』丸善ライブラリー、2005年。 

品川哲彦『倫理学入門――アリストテレスから生殖技術、AIまで』中公新書、2020年。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

・現代社会における様々な倫理的問題に関心を持つことができたか。 

・倫理学に関わる概念について、自分なりに根拠をもって説明できるようになったか。 

・倫理的問題に関する様々な議論を理解し、それを踏まえて自分の意見を持つことができたか。 

○評定の方法 

・平常点（積極的参加度・授業態度・発表・発言等） 30％ 

・課題（中間レポート・ワークシート等）      30％ 

・期末評価（レポート・試験等）          40％ 

12．受講生への 

メッセージ 

１．事前課題を毎回出しますので、キーワードを事前に調べてから授業に参加しましょう。 

２．グループワークやディスカッションには積極的に参加しましょう。 

３．授業中に分からなかったことや疑問点は後に残さずに授業後に質問してください。 

４．正当な理由のない遅刻、早退、欠席はしないように心掛けてください。 

13．オフィスアワー 初回講義で連絡する。 

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 はじめに―—倫理学とは何か 

事前学習 倫理学についてのイメージを持って参加する。 

事後学習 
倫理学を学ぶ意義について自分なりに考えをまとめ

ておく。 

第２回 「善く生きること」への問い 

事前学習 ソクラテスの対話について調べる。 

事後学習 

授業内容やディスカッションで話し合ったことをワ

ークシートにまとめ、分からなかったところがあれ

ば教員に質問する。 

第３回 ソクラテスの倫理観 

事前学習 ソクラテスとソフィストたちの倫理観を調べる。 

事後学習 

授業内容やディスカッションで話し合ったことをワ

ークシートにまとめ、分からなかったところがあれ

ば教員に質問する。 

第４回 生（Life）の 3つの意味 

事前学習 Life の意味を調べる。 

事後学習 

授業内容やディスカッションで話し合ったことをワ

ークシートにまとめ、分からなかったところがあれ

ば教員に質問する。 



第５回 力の開発と意味ある生 

事前学習 教科書（pp.ⅰ～ⅳ）を読み、事前課題に取り組む。 

事後学習 

授業内容やディスカッションで話し合ったことをワ

ークシートにまとめ、分からなかったところがあれ

ば教員に質問する。 

第６回 功利主義の倫理学 

事前学習 H.スペンサーの倫理観を調べる（テキスト pp.17-20） 

事後学習 

授業内容やディスカッションで話し合ったことをワ

ークシートにまとめ、分からなかったところがあれ

ば教員に質問する。 

第７回 義務の倫理学 

事前学習 I.カントの倫理学を調べる。 

事後学習 

授業内容やディスカッションで話し合ったことをワ

ークシートにまとめ、分からなかったところがあれ

ば教員に質問する。 

第８回 社会契約の倫理学 

事前学習 J.-J.ルソーの倫理観を調べる。 

事後学習 

授業内容やディスカッションで話し合ったことをワ

ークシートにまとめ、分からなかったところがあれ

ば教員に質問する。 

第９回 他者との応答 

事前学習 他者とは何かを調べる。 

事後学習 

授業内容やディスカッションで話し合ったことをワ

ークシートにまとめ、分からなかったところがあれ

ば教員に質問する。 

第１０回 自律と相互行為 

事前学習 自律と相互行為の意味を調べる。 

事後学習 

授業内容やディスカッションで話し合ったことをワ

ークシートにまとめ、分からなかったところがあれ

ば教員に質問する。 

第１１回 生命倫理 

事前学習 生命倫理とは何かを調べる。 

事後学習 

授業内容やディスカッションで話し合ったことをワ

ークシートにまとめ、分からなかったところがあれ

ば教員に質問する。 

第１２回 人格の尊厳 

事前学習 人格（personality）という言葉の語源を調べる。 

事後学習 

授業内容やディスカッションで話し合ったことをワ

ークシートにまとめ、分からなかったところがあれ

ば教員に質問する。 

第１３回 生と死を考える 

事前学習 生と死の意味を調べる。 

事後学習 

授業内容やディスカッションで話し合ったことをワ

ークシートにまとめ、分からなかったところがあれ

ば教員に質問する。 

第１４回 
これまでの議論を踏まえて自分自身の倫理観につ

いて分析する 

事前学習 
これまで取り上げたテーマやディスカッションの内

容を復習し、自らの倫理観について考えておく。 

事後学習 
ディスカッションの中で明らかとなってきた自分自

身の倫理観について分析し、まとめる。 

第１５回 まとめ‐これまでの議論を振り返って 
事前学習 自分自身の倫理観の分析について振り返っておく。 

事後学習 
この授業で学んだことを今後、受講する授業で活用

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

１．科目名（単位数） レクリエーションワーク （2 単位） 

３．科目番号 
GEBS2302 

GEHL1102 
２．授業担当教員 山口 榮三 

４．授業形態 実技を中心に実施し、適宜講義やディスカッションを行う。 ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
レクリエーション関係の授業を履修すると理解が深まる。 

７．講義概要 

これからの社会の課題としてのレクリエーションについて学習する。まず、ライフステージ（幼児・児童・

青年・老年・障がい者等）に対応したレクリエーション支援の意義について理解する。そして、多様な場面

での、対象者にふさわしいレクリエーション支援の技術（個別・グループ・環境）を実践的に身に付け、活

用できるようにすることを目的とする。 

８．学習目標 

本講義を履修することによって以下の項目を達成することを目標とする。 

1,日本レクリエーション協会公認指導者資格レクリエーション・インストラクターを取得するために必要な

知識・技術を得る。 

2,コミュニケーション・ワークの楽しみ方を体験し、知ることができる。 

3,対象者に合わせたレクリエーション支援を企画し、実践することができる。 

4,レクリエーション支援を実践することによって、自分自身からまわりの人へレクリエーションを発信でき

るようになる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

1. 対象者を設定し、それに応じたレクリエーション・ワーク（以下「レク・ワーク」）を考え、グループ

および個々で支援計画を立案し、実際に発表しそれに基づいて支援の実習を行う。 

2. 開講学期期間中に現場指導実習に1回・最低3時間は参加し参加レポートを提出する。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】日本レクリエーション協会編著『楽しさをとおした心の元気づくり ～レクリエーション支援の

理論と方法～』日本レクリエーション協会、2017。 

     必要に応じて授業内でプリントを配布する。      

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

1. レクリエーションの特質を捉えて、自己への挑戦・前向きな姿勢（出席状況含む）を評価規準とする。 

2. 実技発表への取り組み姿勢と分かりやすい表現・明瞭かつ論理的なレポートを作成できたか。 

3. 授業を振り返り、レクリエーションへの考え方や自己への課題を前向きに捉えることができたか。 

○評定の方法 

1. 授業への積極的参加態度 50％（出席状況や意見発表を含む） 

2. 実技発表・課題レポート 40％ 

3. 振り返りのレポート   10％ 

なお、本学規定により、3/4以上の出席が確認できない場合は単位の修得を認めない。 

以上の結果を総合して評価をする。 

12．受講生への 

メッセージ 

1. 実技中心の授業のため、身体を動かしやすい服装で参加すること。 

2. 欠席・遅刻・早退は原則厳禁とする。やむを得ない場合は、届を提出すること。 

3. 分からないことは、授業後やオフィスアワーを利用し、理解を深めること。 

4. 企画・運営の際、準備をしっかり行い、協働意識を高めるように努めること。 

13．オフィスアワー 授業の前後（その他授業中に指示をする） 

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 
オリエンテーション  

―授業概要・現場支援実習説明― 

事前学習 
レク・ワークの学習用ノートを準備し、講義

へ臨む。 

事後学習 
レクリエーション支援の必要性について 

学習用ノートにまとめる。 

第２回 

コミュニケーション・ワーク１  

「信頼関係づくりの方法・ホスピタリティ」 

―あたたかくもてなす意識と配慮― 

▶ホスピタリティとは 

▶あたたかくもてなす意識を持つこと 

▶あたたかくもてなしたいという気持ちが伝わるよう

配慮すること 

―演習：▶振り返ってみよう 

    ▶感情の表し方をコントロールする ― 

事前学習 

テキスト第 4 章（pp.58～61）「信頼関係づく

りの方法・ホスピタリティ」を熟読し、要点

を学習用ノートにまとめる。 

事後学習 

「ホスピタリティとは」について 

(pp.58～61)」の振り返り表を提出する（演習

の確認）。 

第３回 

コミュニケーション・ワーク２ 

「信頼関係づくりの方法・ホスピタリティ」 

▶気持ちをひとつにするコミュニケーション技術 

▶対象者の気持ちを受け止めているということを伝え

るためのコミュニケーション技術 

▶対象者との意思疎通を促進するためのコミュニケー

ション技術 

―演習：▶居心地よい場面づくり／▶コミュニケーション

技術を用いる／▶気持ちを伝える配慮を試す― 

事前学習 

テキスト第 4 章（pp.58～61）「ホスピタリテ

ィの示し方」を熟読し、要点を学習用ノート

にまとめる。 

事後学習 

「ホスピタリティの示し方」について「演習

(pp.58～61)」の振り返り表を提出する（演習

の確認）。 



第４回 

コミュニケーション・ワーク３  

―良好な集団づくりの方法・アイスブレーキング― 

１． アイスブレーキングのプログラム 

２． アイスブレーキングの効果を高める支援技術 

事前学習 

テキスト第 4 章（pp.66～69）「良好な集団づ

くりの方法・アイスブレーキング」を熟読し、

要点を学習用ノートにまとめる。 

事後学習 

「良好な集団づくりの方法・アイスブレーキ

ング」について「演習(pp.66～69)」の振り返

り表を提出する（演習の確認）。 

第５回 

コミュニケーション・ワーク４ 

「自主的、主体的に楽しむ力を育むレクリエーション活

動の展開法」 

１． 楽しむ力を高める目標設定の方法 

２． レクリエーション活動を対象者に合わせアレンジ 

事前学習 

テキスト第 4 章（pp.70～69）「アイスブレー

キングのプログラミング」を熟読し、要点を

学習用ノートにまとめる。 

事後学習 

「アイスブレーキングのプログラミング」に

ついて「演習(pp.70～82)」の振り返り表を提

出する（演習の確認）。 

第６回 
レク・ワークの実践１  

―ウォークラリーの企画①―下見 1回目 

事前学習 
ウォークラリー資料を熟読し、理解を深め

る。 

事後学習 
下見の結果をまとめる。 

概略ウォークラリーコース図を作成する。 

第７回 
レク・ワークの実践２  

―ウォークラリーの企画②―下見 2回目                                                                 

事前学習 
ウォークラリー資料を熟読し、コマ図作成の

理解を深める。 

事後学習 
概略ウォークラリーコース図（コマ図）を作

成する。 

第８回 
レク・ワークの実践３  

―ウォークラリーの企画③―計画書・コース図作成 

事前学習 
ウォークラリー資料を熟読し、コマ図を完成

させる。 

事後学習 
「ウォークラリーコマ図作成」についての振

り返り表を提出する。 

第９回 
レク・ワークの実践４  

―ウォークラリーを体験― 

事前学習 「コマ図」を確認する。 

事後学習 
「ウォークラリー」についての振り返り表を

提出する（演習の確認）。 

第１０回 
レク・ワークの実践５  

―レクリエーションスポーツ体験― 

事前学習 
実施する「レクリエーションスポーツ」資料

を熟読する。 

事後学習 
「レクリエーションスポーツ」についての振

り返り表を提出する。 

第１１回 
レク・ワークの実践６  

―身近なものを使用したレクリエーション― 

事前学習 実施する「レク・ワーク」資料を熟読する。 

事後学習 
「レクリエーションスポーツ」についての振

り返り表を提出する。 

第１２回 

レク・ワークの実践７  

―グループで、支援するレク財を検討し、指導案を作成

する― 

事前学習 
実施する「レク・ワーク」の「レク財」を準

備する。 

事後学習 
「レク・ワークの実践 7」についての振り返

り表を提出する。 

第１３回 
グループごとのレク・ワークの支援実践① 

―３グループが支援実践を行う― 

事前学習 
実施する「レク・ワーク」の「レク財」を準

備する。 

事後学習 
「レク・ワークの支援実践」についての振り

返り表を提出する。 

第１４回 
グループごとのレク・ワークの支援実践② 

―３グループの半数が支援実践を行う― 

事前学習 
実施する「レク・ワーク」の「レク財」を準

備する。 

事後学習 
レク・ワークの支援実践」についての振り返

り表を提出する。 

第１５回 まとめと評価 

事前学習 
学習用ノートを振り返り、これまでの学びと

考察を 1 ページにまとめる。 

事後学習 
今後のレク・ワークに向けた自己課題を学習

用ノートにまとめ、提出する。 

期末試験 

 

 

 

 

 


