
申込み期間　　１０月６日（水）～１０月１２日（火）

申込み窓口　　新潟産業大学教務課/地域連携センター事務室　※各日　9：00～17：00

＊申込書に所定項目のご記入をお願いします。

＊個人情報は、受講者管理および講座資料送付以外の目的には利用しません。

受　講　料　1科目（全14～15回予定）：10,000円（消費税込み）

授業開始日　　９月１７日（金）原則週１回
　　　　　　　　＊授業開始第2週目まで「受講証」なし（無料）で聴講できます。

　　　　　　　　＊本冊子最終ページ「授業日カレンダー」も参照ください。

そ　の　他
・テキストは各自ご用意下さい。本学売店で購入（火～金　10：30～13：30）できます。

・休講や教室変更等のご連絡は、学内の掲示板やホームページ等で行いますので、

　登下校時に必ず確認して下さい。

・講座ごとに4分の3以上出席された方には「修了証」を発行します。

・本学「聴講講座」は新潟県教育委員会が主催する「いきいき県民カレッジ」の

　講座として参加しています。

・図書館利用は聴講生のみ可となります。聴講生以外の一般の方はご利用いただけません。

【コロナウィルス感染の予防対策について】
・各教室に消毒液を設置
・座席は1席空けで着席
・定期的な換気を実施
・不要な会話は厳禁
・マスクの着用、検温の徹底
・その他、学内施設使用にかかる感染対策を徹底　等

お問い合わせ先：新潟産業大学教務課/地域連携センター
Tel:0257-24-8441　e-mail:kyoumu@ada.nsu.ac.jp

※学内に於いてコロナウィルス感染が発生した場合は、オンライン授業に切り替える予定です。
その場合は、聴講講座につきましても、オンラインで聴講していただきます。
（お手持ちのパソコンやスマートフォンをご利用いただき、原則はご自宅での受講となります。
なお、オンライン授業での聴講を希望されない場合は、受講料の返金は出来ませんので、
あらかじめご承知おきくださいますようお願い申し上げます。

                       教室等の情報は教務課窓口でお聞きください。

休講日 *１１月３日（水）、１１月２３日（火）、１月１０日（月）

補講・試験日 *１月２０日（木）、１月２１日（金）は補講日、１月２５日（火）～１月３１日（月）は試験

　　　　　　　　＊正規学生の履修登録者が3名未満の講座は不開講となります。

２０２１年度 新潟産業大学 秋期「聴講講座」のご案内

  新潟産業大学の「聴講講座」は、一般の方々が年齢や学歴等に関係なく、学生たち
と一緒に大学の授業を受けることができる制度です。
試験や成績評価はありません。気楽に楽しく受講してください。
（単位取得ご希望の方は「科目等履修生」制度をご利用下さい。）

★【語学講座】は、９月１７日（金）～９月３０日（木）に事前にお申込みください。

　　　　　　　　＊本学で証紙を購入して申込書に添付してください。

　　　　　　　　＊手続き完了後、「受講証」をお渡しします。



聴講講座一覧

教養　語学系
＜１限 9：15～10：45、　２限 10：55～12：25、　３限 13：15～14：45、　４限 14：55～16：25、　５限 16：30～18：00 ＞

№
講座名

回数 講座内容 テキスト・その他
(曜日時限)　講師

1
★韓国語会話Ｂ

15

韓国語の基礎を復習・応用しながら、中級程度の韓国

語を学び、バラエティーのある練習を通して、話す・

聞く・読む・書く能力がバランスよく上達できるよう

に目指します。授業においては、韓国のドラマ・音楽

を通した韓国語勉強も行う予定です。

【テキスト】：韓国語教

育開発研究院編『美しい

韓国語』Ⅰー２（EKOラ

ンゲージセンター、２０

０６年）、中古教材使

用。(月２)　金　光林

2
★韓国語演習Ｂ

15

春学期で初級の最終段階と中級の初めの部分をしっか

り身に付けた基礎のもと、学習をさらに進め、中級の

文法・表現・単語などを習得します。検定試験のため

の指導・練習も行い、ハングル能力検定3・準2級の合

格を目指すようにします。

木内明　『基礎から学ぶ

韓国語　中級』改訂版　

国書刊行会　\２，１０

０

(月４)　蓮池　薫

3
★英会話Ｂ

15

いろいろな仕事で基本となる中級英語の構成をマスタ

ーします。

An A to Z of Common En

glish Errors for Japanese 

Learners (Japanese Editio

n) BTB Press David Barke

r ISBN 978-4-9904151-5-

0(火２)　ﾓﾙﾄ　ｼﾞｪﾘｰｱﾚﾝ

4 ★英語表現Ｂ（ｂ） 15

間違いやすい文法事項を確認しながら、よく使われる

会話表現を学びます。ユニット終了ごとに小テストを

行います。

水島孝司，ロジャー・パ

ティモア『大学生のため

のコミュニケーション英

文法』 南雲堂2,000円.(火２)　黒川　敬三

5 ★英語表現Ｂ（ａ） 15

英語の基礎文法をもとに短い会話表現を使いこなせる

よう練習します。暗唱文小テストを3回行います。

D. Bramley, English Expre

ssion（松柏社）\1,850

(火２)　沼岡　努

6

★基礎韓国語Ｂ

15

春学期の勉強の基礎の上に立って、秋学期にはもう少

し豊かな韓国語の会話・表現を学び、基本的な文法を

学び、聴解・作文の練習も行う予定です。授業におい

ては、適宜に韓国・朝鮮の社会と文化も紹介する予定

です。語学の授業であるため、受講者には単に講義を

聞くという姿勢ではなく、毎回の授業に韓国語を必ず

「読む」「書く」「話す」という積極性を求めます。

勉強効果を上げるため、小テスト、または練習を積極

的に行い、定期的に宿題を課す予定です。

【テキスト】：金　殷模

等著『かんたん！韓国

語』（朝日出版社、２０

１３年）、２，３００円

＋税

(火２)　金　光林

7

★基礎中国語Ｂ
15

秋学期の基礎中国語Ｂの授業は基礎中国語Ａの継続で

同一のテキストを用いて行ないます。テキストの本文

を繰り返す音読を中心にしながら、文法、応用練習、

会話練習などを通して基礎的な会話をマスターできる

ようにトレーニングします。中国を理解し、中国語の

面白さを勉強します。

最新２訂版『中国語はじ

めの一歩』竹島金吾監修

　竹島毅　他著白水社　

2200円　ＣＤ付

(火２)　詹　秀娟

8 ★中国語会話Ｂ 15

本授業では、春学期と同様に、「聴く」、「話す」に

重点を置き、初級から中級へのレベルアップにつなが

る会話表現能力の習得を中心にして進めます。

『実用中国語会話』　呉

川　文光茹 著 郁文堂　

ＣＤ付　2６00円(火３)　詹　秀娟

9
★中国語演習Ｂ

15

春学期と同様の『２０２１年度版　時事中国語の教科

書』を用いて授業を進めます。文章の読み方、長文の

読解力と文脈の全体像把握に習熟することを目的とし

ています。この授業を通して、最新中国事情をより深

く理解することができます。

『時事中国語の教科書 ２

０２１年度版』----后疫情

時代三潴正道ほか　朝日

出版社　1900円 ＣＤ付

(火４)　詹　秀娟

10 ★英語講読Ｂ（ａ） 15

春学期に引き続いて、基本的な文法事項の確認と語彙

の増強を図りつつ、英語を読む力の向上を目標としま

す。

石谷由美子『構文で読む

英文エッセイ〈中級編〉

【第３版】』南雲堂，2,2

00円.(水１)　黒川　敬三



＜１限 9：15～10：45、　２限 10：55～12：25、　３限 13：15～14：45、　４限 14：55～16：25、　５限 16：30～18：00 ＞

№
講座名

回数 講座内容 テキスト・その他
(曜日時限)　講師

11 ★英語講読Ｂ（ｂ） 15

基本的な文法事項を確認しながら、比較的平易な英文

を読みます。英文を正確に読解できる力をつけます。

徐々にスピードをあげ、多くの章を消化したいと思い

ます。

B. Powle, K. Kendrick, M. 

Furukawa and I.Nobuta, St

ory Time（南雲堂）\1,50

0(水１)　沼岡　努

12
★基礎韓国語会話Ｂ

15

春学期の学習に基づき、さらに文字の読み方書き方に

慣れると共に、基本的な文型や単語の所有量を増やし

ていきます。教材をもとに学習を進めながらも、重要

な文型や表現は練習問題や文章作りをたくさんこなす

ことでしっかりとした知識を目指します。

木内明　『基礎から学ぶ

韓国語初級』改訂版　　

国書刊行会　\２，１０

０

(水１)　蓮池　薫

13

★基礎中国語会話Ｂ
15

春学期と同様に基礎中国語Ｂに加えて、さらに中国語

の力をつけるための中国語の授業です。中国語の応用

編として、「聴く」・「話す」の応用会話の表現能力

の習得を中心にして進めます。言葉を学ぶのと同時

に、各課のコラムが中国文化を理解することもできま

す。中国語の面白さを勉強していきましょう。

改訂版『話してみよう！

中国語』　　　宮本大輔

・温琳　　駿河台出版社

　\2,200　CD付

(木３)　詹　秀娟

教養　自然科学・体育系
＜１限 9：15～10：45、　２限 10：55～12：25、　３限 13：15～14：45、　４限 14：55～16：25、　５限 16：30～18：00 ＞

№
講座名

回数 講座内容 テキスト・その他
(曜日時限)　講師

14
スポーツ実習Ａ（ラ
ケットスポーツ）

15

身近な健康づくりの手段として行われているスポーツ

を通じ、種目の特性について理解を深め、継続的に身

体運動を楽しむための基本技術を修得します。また、

種目を安全に実施するためのマナーやルールを身に付

けることができます。

なし

(火４)　小黒　裕二

15

スポーツ実習Ｂ（集
団スポーツ） 15

講義では、集団スポーツ（バスケットボールやサッカ

ーボール）を行います。各球技の基本的技能と、集団

的技能を習得します。ゲームを通じて、戦術・ルール

・審判法について学習するとともに、チームプレーを

通してお互いに協力し合うなど社会的態度を養い、ス

ポーツの楽しみかたを身に付けます。

必要に応じて資料配付す

る。

(木４)　佐々木　洋輔

教養　社会科学系
＜１限 9：15～10：45、　２限 10：55～12：25、　３限 13：15～14：45、　４限 14：55～16：25、　５限 16：30～18：00 ＞

№
講座名

回数 講座内容 テキスト・その他
(曜日時限)　講師

16

人文地理学Ⅱ

15

人文地理学は人々が生活している地球上の空間を対象

にしています。その目的は、様々な人々がそれぞれの

風土に適応して作り出した生活様式・環境や人文生態

系がどのようになっているか、また生活空間をどのよ

うに互いに棲み分けているか等を理解することにあり

ます。テキスト、ビデオ教材を用いながら授業を進め

ていきます。

使用しない。配布プリン

トをもとに授業を進め

る。進め方に関しては初

回ガイダンスにおいて詳

しく説明します。

(水２)　沼岡　努

17

生涯学習概論

15

生涯学習とは「自己の充実・啓発や生活の向上のため

に生涯を通じて主体的に学習すること」をいいます。

15回の講義の前半では生涯学習の歴史や理念、国や自

治体における展開と課題について学びます。後半では

生涯学習としての公開講座や、拠点としての博物館・

美術館のあり方を学びます。生涯学習は18世紀のヨー

ロッパ市民が血を流して勝ち取った権利ですが、日本

では行政も多くの市民もそのことを充分に理解してい

ません。生涯学習の本来の意味を考えていくことにし

ましょう。

テキストはとくに定め

ず、毎回プリントや資料

を配付します。参考文献

については「講義計画」

欄の記載を参照。

(木１)　片岡　直樹



＜１限 9：15～10：45、　２限 10：55～12：25、　３限 13：15～14：45、　４限 14：55～16：25、　５限 16：30～18：00 ＞

№
講座名

回数 講座内容 テキスト・その他
(曜日時限)　講師

18

男女共同参画社会論

15

「男女共同参画社会」の意味や理念、基本的「ジェン

ダー」の概念を学びます。関連法を調べ、フェミニズ

ムの歴史、現在の世界各国の男女共同参画の状況を概

観します。さらに諸外国の取り組みを紹介しつつ「日

本で男女格差が縮まらない理由」を考察、国内の成功

例を挙げながら、次世代のためにできることを学びま

す。社会の理解に役立つ教養科目です。

【テキスト】治部 れんげ

『〈男女格差後進国〉の

衝撃』、小学館新書、 \

800（本体）

(木４)　梅比良　眞史

教養　人文学系
＜１限 9：15～10：45、　２限 10：55～12：25、　３限 13：15～14：45、　４限 14：55～16：25、　５限 16：30～18：00 ＞

№
講座名

回数 講座内容 テキスト・その他
(曜日時限)　講師

19
倫理学

15

本講義では、今日の倫理概念の基本となっている功利

主義的自由主義および共同体主義の意義と限界を検証

すると共に、現代の倫理的問題の諸相を概観すること

を通して、今世紀の新たな倫理原理を確立し、現代の

倫理的諸問題を解決する道を探ります。

講義中に配付するプリン

トで代用する。参考文献

は講義中に指示する。

(月３)　渡辺　信也

20

博物館概論
15

近年、博物館を取り巻く環境がめまぐるしく変化する

中で、多くの博物館は新たな方向性を模索していま

す。本講では博物館の機能・歴史・関係法規・学芸員

のあり方など、博物館に関する基礎知識の習得を図る

とともに、文化活動の拠点としてこれからの博物館が

果たすべき役割を考えます。

『改訂　博物館概論』鈴

木　真理　樹村房、1,99

5円このほか随時プリン

トを配付する。

(火１)　三井田　忠明

21

言語学

15

言語は人間を人間たらしめている最も重要なもののひ

とつである。言語とは何か。それはどのように成り立

ち、どのように機能しているのだろうか。本講義は言

語学という世界標準の学問の概略を知ることによっ

て、そうした根本的な問いに答えようとするもので

す。授業時には毎回、練習問題の解答を提出してもら

います。教養科目の国際理解科目です。

【テキスト】　佐久間淳

一他『言語学入門』、研

究社、

1,800（本体）

(木１)　梅比良　眞史

22
西洋史

15

歴史学の特徴、研究手法など基本をおさえた後、各回

テーマを設定し、講義を進めます。より分かりやすく

理解できるようビデオ教材も適宜使用します。扱う主

なテーマは、中世封建制度、近世ヨーロッパ絶対王

政、市民革命、産業革命、資本主義の発展などです。

テキスト・参考書等は使

用しない。授業用ノート

を必ず用意すること。ノ

ートの使い方に関しては

初回授業時に説明する。(木２)　沼岡　努

23 教養演習Ｂ 15

日本美術の古典・奈良時代の美術について詳しく論じ

ます。秋学期は興福寺の阿修羅像など天平時代（８世

紀）の仏像を取り上げます。毎時間カラースライドを

使用します。

テキストは用いず、毎回

プリントを配付します。

【重要】 参考文献は第１

回の授業で紹介します。(木４)　片岡　直樹

24

欧米文化事情

15

ヴェネツィアにはヨーロッパの都市文化が濃密に凝縮

されています。ヨーロッパの都市構造をヴェネツィア

の歴史と美術史から学びます。またヴェネツィアは迷

宮都市、祝祭都市ともいわれ、他のヨーロッパ諸国の

人々がどのような視線をヴェネツィアに投げかけてい

たかを、映画をとおして学びます。授業毎に授業のト

ピックについてコメントを書いて提出してもらいま

す。文化経済学科専門科目で国際文化理解科目のひと

つです。

【テキスト】　宮下 規久

朗『ヴェネツィア—美の

都の一千年』、岩波新

書、　1,020円（本体）

(金１)　梅比良　眞史



＜１限 9：15～10：45、　２限 10：55～12：25、　３限 13：15～14：45、　４限 14：55～16：25、　５限 16：30～18：00 ＞

№
講座名

回数 講座内容 テキスト・その他
(曜日時限)　講師

25

日本史Ⅱ

15

この講義では、対外交渉史の学習を行います。現在の

北陸、新潟地方を窓口とした韓半島・朝鮮半島、中国

大陸との交流の様相を解明していきます。

小林健彦著『韓半島と越

国　～なぜ渡来人は命が

けで日本へやって来たの

か～』（電子書籍製本

版）を使用する。インタ

ーネットを通じて購入す

る。購入方法は初回授業

時に説明する。テキスト

は、日本史Ⅰと共通であ

る。(金１)　小林　健彦

26
教養演習Ｂ

15

本講義では、「満洲国」、モンゴルに関する日本占領

期間を多面的にとりあげて、当時のモンゴルの社会状

況、歴史背景などを詳しく説明します。

参考図書：内田知行、柴

田善雅編著『日本の蒙古

占領1937-1945』研文出

版　

7.000(金２)　ウリジバヤル

27

東洋の芸術

15

中国、韓国･朝鮮の古代美術を概観します（一部イン

ド）。始皇帝兵馬俑坑から発掘された数千体にのぼる

武人俑、中国の三大石窟（敦煌莫高窟・雲岡石窟・竜

門石窟）、新羅文化の華･石窟庵の仏像など、皆さん

に東洋美術の不思議さ、おもしろさを伝えたいと思っ

ています。毎回カラースライドを使用します。

テキストは用いず、毎回

プリントを配付します。

・参考文献は前田耕作ほ

か『東洋美術史』（美術

出版社，2001年）のほか

多くある。その他の参考

文献は第1回の授業で紹

介します。・(金２)　片岡　直樹

28

韓国文化事情

15

韓国の文化と社会についての基礎知識を最新情報も交

えながら紹介することで、隣国であり、また日本と密

接な関係のある韓国およびそこに住む人たちのことを

知り、韓国人との接しかたのヒントを得ることで国際

化の時代にふさわしいコミュニケーション能力を身に

つけるきっかけにします。授業ごとのテーマについて

問題意識を高めるために、アクティブラーニングを取

り入れた授業です。

おもにプリント資料を配

付。

(金３)　蓮池　薫

29

日本の伝統芸能

15

芸能の芸は技、能はその能力を表し、本来は人間の技

能や技術を総称する言葉として用いられています。今

日では、舞踊や歌謡などの身体行動や楽器などを用い

ての表現に限定されています。授業では、第一線で活

躍する芸能者と研究者から実践的な講義をしてもらい

ます。みて・きいて・わかる授業にしたい。講義の順

番等は都合により多少前後することがあります。

特定のテキストは用いな

い。必要な資料について

は授業ごとに配付する。

(金３)　三井田　忠明

専門　経済系
＜１限 9：15～10：45、　２限 10：55～12：25、　３限 13：15～14：45、　４限 14：55～16：25、　５限 16：30～18：00 ＞

№
講座名

回数 講座内容 テキスト・その他
(曜日時限)　講師

30

ゲーム理論

15

ゲーム理論とは、さまざまな主体（私とか、我が社な

どなど）がお互いに自分が大事（つまり私や我が社が

大事）で、自分にとって一番望ましいと思う状態にな

るように何か行動をしようとし合う（すなわち合理的

に、自分にとって一番いい道を選ぼうとしあう）結果

そこにどのような状態や結果が生まれるかということ

を分析する学問です。現在では、経済学だけではなく

政治学・社会学・心理学・生物学といった「人どう

し、会社どうし、国どうし」などの関係を分析する共

通理論です。本講義では、そのようなゲーム理論の魅

力や本質について教科書に基づいて解説します。

【テキスト】神戸伸輔著

『入門ゲーム理論と情報

の経済学』日本評論社，

\2500＋税【参考図書】

松島斉著『ゲーム理論は

アート』日本評論社，\2

000＋税

(月１)　江口　潜



＜１限 9：15～10：45、　２限 10：55～12：25、　３限 13：15～14：45、　４限 14：55～16：25、　５限 16：30～18：00 ＞

№
講座名

回数 講座内容 テキスト・その他
(曜日時限)　講師

31

財政学

15

現在の日本には、莫大な政府債務残高、少子高齢化に

伴う社会保障費の増大、世界経済の変動の余波に対す

る経済政策など、財政上の問題が山積みになっていま

す。これらの問題を考察する力を身につけるために

は、実際の財政制度を理解したうえで財政理論を身に

つける必要があります。本講義では日本の財政制度を

解説するとともに、そのバックグラウンドとなる理論

を紹介します。

テキストは使用せず，資

料を毎回配布する。参考

書　：竹内信仁『スタン

ダード財政学（第2

版）』中央経済社、\2、

800『図説日本の財政』

東洋経済、\2、520

(月１)　宇都宮　仁

32
統計学Ⅰ

15

統計学はあらゆる分野で利用される重要な科目です。

学生がさまざまな授業科目のテキストや参考書で展開

される表・グラフなどをはじめとして統計的表現の見

方や統計的分析の考え方、そしてその計算の基本を学

びます。

【テキスト】鳥居泰彦 

著、『はじめての統計

学』日本経済新聞社、22

33円＋税

(月１)　橋本　次郎

33

財政学

15

現在の日本には、莫大な政府債務残高、少子高齢化に

伴う社会保障費の増大、世界経済の変動の余波に対す

る経済政策など、財政上の問題が山積みになっていま

す。これらの問題を考察する力を身につけるために

は、実際の財政制度を理解したうえで財政理論を身に

つける必要があります。本講義では日本の財政制度を

解説するとともに、そのバックグラウンドとなる理論

を紹介します。

テキストは使用せず，資

料を毎回配布する。参考

書　：竹内信仁『スタン

ダード財政学（第2

版）』中央経済社、\2、

800『図説日本の財政』

東洋経済、\2、520

(月２)　宇都宮　仁

34

簿記Ⅱ

15

小さな会社の経理実務に役立つ簿記知識を養います。

日本商工会議所簿記検定3級の範囲で勉強します。

『サクッとうかる　日商

3級テキスト』ネットス

クール株式会社　出版

『サクッとうかる　日商

3級トレーニング』ネッ

トスクール株式会社　出

版(月２)　土田　茂博

35

計量経済学Ⅱ

15

コンピューター実習室で行う授業です。計量経済学Ⅰ

で学ぶ回帰分析を復習したうえで、その応用を学びま

す。計量経済学の分析手段にマクロ計量モデル分析が

あり、マクロ経済学で取り上げられる消費、投資、貨

幣や金利などの現実のデータを用いて主要関数の推定

やモデル作成を行います。少し難しく感じるが基本的

なことを丁寧に解説し、例題に沿って実践的に演習し

ていきます。

【テキスト】白砂堤津耶 

著、『例題で学ぶ　初歩

からの計量経済学（第2

版）』日本評論社、2800

円＋税

(月３)　橋本　次郎

36 税務会計論 15

「税務会計」は、会社実務に根をおろした会計です。

できるだけわかり易く、初歩的な内容からその見方、

考え方を学習します。

初回講義にて指示しま

す。

(月３)　土田　茂博

37

マクロ経済学Ⅱ

15

この授業では、春学期に続いてマクロ経済学を体系的

に学んでいきます。マクロ経済学は大きな視点から経

済の動きやつながりを読み解いていく学問です。講義

では主に実物経済と貨幣経済のつながりを考えなが

ら、ISーLM分析などの伝統的理論を学んでいきます。

また現在の日本でもよく話題になるインフレ・デフレ

などの問題や、失業といったトピック、さらには金融

と世界経済など、現実の経済との関連にも目を配りな

がら、講義を行う予定です。

【テキスト】伊藤元重

『マクロ経済学』第2

版，日本評論社，3,080

授業で配布するプリント

・レジュメ等

(月３)　黒岩　直

38

基礎マクロ経済学
（ｂ）

15

この授業ではマクロ経済学の基礎について講義をしま

す。マクロ経済学は、経済を大きくとらえ、全体的な

経済の動きやつながりを読み解いていく学問です。授

業では、まず基本的なGDPなどの概念の理解から始

め、経済成長や失業問題、経済政策や国際経済など、

様々なトピックを採り上げながら、マクロ的に経済を

みる上で、必要不可欠な知識や考え方を学んでいきま

す。

テキストは初回の授業で

指定する。この他、随時

プリントを配布する。

(月４)　黒岩　直



＜１限 9：15～10：45、　２限 10：55～12：25、　３限 13：15～14：45、　４限 14：55～16：25、　５限 16：30～18：00 ＞

№
講座名

回数 講座内容 テキスト・その他
(曜日時限)　講師

39 日本経済論 15

日本経済を歴史的視点と国際的な視点の２つの軸から

俯瞰すると同時に、現在の日本が背負っている諸課題

を理解することにより、我々の将来の活動に向けての

一つの参考とします。

テキスト：授業初回に指

定する。参考書：授業に

て適宜紹介する。
(火２)　青木　隆明

40

環境経済学

15

本講義では 、経済学の基本的な考え方を使って、地

球環境問題が引き起こされる原因や、今後必要とされ

る解決策などについて学んでもらいます。そのため

に、学期初めの数回の授業では、経済学の基本中の基

本とされる、「需要・供給の法則」についてや、経済

学の簡単な歴史について説明します。そして、経済学

の基礎理論を理解した上で、経済学の基本的なツール

を使いながら、環境問題についての議論を紹介してい

きます。

『環境経済学入門』、R.

K.ターナー/D.ピアス/I.ベ

イトマン、東洋経済新報

社、2900円＋税

(火３)　阿部  雅明

41

基礎マクロ経済学
（ａ）

15

この授業ではマクロ経済学の基礎について講義をしま

す。マクロ経済学は、経済を大きくとらえ、全体的な

経済の動きやつながりを読み解いていく学問です。授

業では、まず基本的なGDPなどの概念の理解から始

め、経済成長や失業問題、経済政策や国際経済など、

様々なトピックを取り上げながら、マクロ的に経済を

みるうえで、必要不可欠な知識や考え方を学んでいき

ます。

テキストは初回の授業で

指定する。この他、随時

プリントを配布する。

(火３)　青木　隆明

42 原価計算論Ⅱ 15

原価計算の基本をマスターしながら、標準原価計算や

直接原価計算の考え方を学びます。さらに各自研究課

題として、原価企画、ＡＢＭ､スループット会計を選

択します。

【テキスト】『スッキリ

わかる 日商簿記2級工業

簿記』　滝澤 ななみ著　

出版社:TAC出版　1540円(火３)　山﨑　一輝

43
ミクロ経済学Ⅱ

15

本講義では、春学期に開講しているミクロ経済学Ⅰの

講義内容を引き継ぎ、より応用的なミクロ経済理論を

学んでもらいます。具体的なトピックとしては、余剰

分析や独占市場の分析、また、ゲーム理論の基礎など

について講義する予定です。

『政治経済学』， 石橋一

雄　他， 成文堂，3000

円＋税

(水１)　阿部  雅明

44

農業経済学

15

世界には食料不足で苦しむ多くの人々がいるのに、日

本では大量の農産物や加工食品があまり、大量に廃棄

される食品ロスが問題になっています。なぜこのよう

なことが起こるのでしょうか。このような疑問に答え

るには、食料・農業の実態に関する知識と、その知識

をもとに考えを進めるための経済学的な理論が必要で

す。農業経済学は、こうした知識と理論を組み合わせ

た体系です。

『農業経済学』，荏開津

典生　鈴木宣弘，岩波書

店， 2300円＋税

(水２)　阿部  雅明

45

起業論

15

急激に変動する社会における起業の現状と課題を知

り、新しく事業を起こすために必要な考え方やノウハ

ウとスキル、そのステップを学びます。また、自ら事

業を起こすだけでなく、企業内起業や新規事業の立ち

上げができるアントレプレナーシップ（起業家精神）

の必要性を理解します。社会的背景や起業の意義、課

題設定等、段階ごとに事例とともに学習します。本講

義では、起業についての基礎知識の習得とともに、わ

が国における起業に関わる課題についても考察しま

す。後半では講義と並行して事業計画書の作成をして

いくことにより、起業の知識と理解を深めていきま

す。

テキスト：なし参考書：

ウィリアム・バイグレイ

ブ他「アントレプレナー

シップ」（日経ＢＰ社20

09年）、高橋徳行「新・

起業学入門」（経済産業

調査会　2007年）その他

：毎回レジュメプリント

を配布。参考文献は授業

内で提示する。

(水３)　大石　友子

46

経営管理論
15

管理＝マネジメントは、人々を通じて物事を成し遂げ

ることといわれています。本講義では、経営管理に関

する代表的な学説をもとに、その根底にある人間観と

管理の代表的な方法の関係を踏まえ、今後に求められ

る管理のあり方について考察していきます。経営学検

定の出題範囲にも対応しています。

佐久間・坪井編『現代経

営組織論の基礎』学文

社，

2,600+税

(水３)　高橋　成夫



＜１限 9：15～10：45、　２限 10：55～12：25、　３限 13：15～14：45、　４限 14：55～16：25、　５限 16：30～18：00 ＞

№
講座名

回数 講座内容 テキスト・その他
(曜日時限)　講師

47

国際貿易論

15

近年、例えば「A国第一主義」などといった政治的ス

ローガンが掲げられ「貿易赤字」の相手国を攻撃的に

批判したりする風潮が世界に増えつつあります。その

ような風潮は正しいのでしょうか。国際経済学はその

ような問題に答える学問で、なぜ貿易するべきなの

か、あるいは貿易を行うことで国内の産業構造はどの

ような影響を受けるか、あるいはそれぞれの国はなぜ

米を輸入し自動車を輸出するに至るのか、などといっ

たことを論じるのが本講義すなわち国際貿易論です。

内容的にはミクロ経済学の応用です。

【テキスト】クルーグマ

ン・オブストフェルド・

メリッツ著（山形・守岡

訳）『国際経済学　理論

と政策』上巻　貿易編，

丸善出版，\4000＋税

(水３)　江口　潜

48

マクロ経済学演習

15

「基礎マクロ経済学」、「マクロ経済学I」の履修を

踏まえ、問題演習を通じマクロ経済学の理解をさらに

深めるとともに、公務員試験などの試験対策にも資す

る内容とします。具体的には、GDP、国民所得、物

価、貯蓄、消費、投資、国際収支、景気指数などの集

計データの基本概念について理解し、また財・サービ

ス市場の均衡（45度線分析）、乗数効果、IS-LM分

析、財政政策や金融政策、総需要と総供給、消費と貯

蓄・投資、経済成長、インフレ・デフレ、国際マクロ

・モデルなどについて、計算問題、記述問題を通して

理解を目指します。

教科書（テキスト）は特

に指定しない。また、講

義用レジュメ、演習問

題、および補足資料を適

宜配布します。参考書に

ついては授業内に適宜紹

介します。

(水３)　青木　隆明

49

会計学

15

基礎会計学 に引き続き、会計情報の活用・しくみ・

制度について学びます。テキストも途中からになるの

で注意してください。 とくに、実際の会計情報を分

析し、どのような会社なのか読み解くことを重点に学

びます。レポート課題としては、任意の会社を選び、

キャッシュフロー計算書を分析すること、および収益

性と安全生の財務諸表比率の分析を行います。

【参考書】桜井 久勝 

「会計学入門(日経文庫)

 」【参考書】國貞克則 

財務3表一体理解法(朝日

新書) 朝日新聞出版

(水４)　山﨑　一輝

50 組織行動論 15

本講義では、企業における経営を統一的な意思によっ

て指揮されている組織体と捉え、個人の行動や集団行

動を中心に組織体の行動的側面を検討していきます。

佐久間・坪井編『現代経

営組織論の基礎』学文

社，

2,600+税(木１)　高橋　成夫

51

商品開発論

15

商品開発は経済社会の変化とともに企業が変化する大

きな要素となり、競争力と成長力に繋がります。グロ

ーバル化、情報化が進む社会で消費者のニーズの変化

も速くなっており、いかにシーズを生かした開発をし

ていくか、良いと思われる商品を開発しても売れない

場合は何が問題か等を学んでいきます。経営戦略論、

組織論、マーケティング論等の基礎知識を繋げ、新商

品開発のために必要な知識を学習します。

テキスト：なし　　　　

　　　　　　　参考文献

：グロービス「ＭＢＡマ

ーケティング」（グロー

ビス大学院　2019）ロバ

ート・Ｂ・チャルディー

二「影響力の武器」（誠

心書房　1991）その他、

必要に応じて適宜指示す

る。毎回レジュメプリン

ト配布。(木２)　大石　友子

52
地域経済学

15

本講義では、都市の成立と地価の形成、都市への産業

の集積と人口集中の問題、経済発展の地域間格差の発

生など、地域経済に生じる諸問題とその理論を概観し

ます。

【テキスト】黒田達郎、

田淵隆俊、中村良平著

「都市と地域の経済学　

新版」,有斐閣ブックス,

2500＋税(木２)　江口　潜

53

知的財産論

15

産業や文化の源泉となる発明や創作などの知的財産の

重要性が世界的に高まっています。人々の創造的な活

動の成果である発明や創作を保護し、産業や文化の発

展を図るための社会制度が知的財産権です。知的財産

権の主要な分野である特許や著作権の基本を理解し、

知的財産権の効果や効力を具体的な社会事象を通じて

理解していきます。加えて発明や創作への意欲を喚起

し、知的財産権を取得する基礎的能力を涵養します。

参考図書　『特許法』，

青山紘一，法学書院，38

00円　『著作権の考え

方』，岡本薫，岩波書

店，740円

(木２)　絹川　ゲニイ



＜１限 9：15～10：45、　２限 10：55～12：25、　３限 13：15～14：45、　４限 14：55～16：25、　５限 16：30～18：00 ＞

№
講座名

回数 講座内容 テキスト・その他
(曜日時限)　講師

54

会計監査論

15

「会計情報」の役割は、「山を登る人々にとっての地

図」にたとえられることが多い。地図は便利だが、誤

りのある地図は有害でさえある。真実性が損われた会

計情報も同じように有害な結果をもたらすことは言う

までもない。そこで会計情報の真実性を制度的に保証

していこうというものが、会計監査であるということ

ができる。会計監査制度における実施面や報告面にお

ける事例を中心に、具体的に論じます。情報が正しい

か誤りかをチェックしてゆくプロセスは興味深いもの

である。経営・ビジネス・会計分野を学ぶ方々は、是

非履修してください。

プリント配付【参考書】

吉見 宏『ケースブック監

査論』新世社 

2,700

(木３)　山﨑　一輝

55

統計データ分析演習

15

コンピューター実習室で行う授業です。経済データに

は時系列データと横断面データがあり、経済・経営で

は時系列データを利用する場面が多い。特に年データ

だけでなく、四半期や月次の時系列データの取扱、そ

のような時系列データが持つ性質や特徴を理論的に理

解するとともに、実践的に解析・予測することは重要

です。

教材プリントを配付す

る。

(木３)　橋本　次郎

56

ファイナンシャル・
プランニング

15

ファイナンシャル・プランニングは、金融保険商品や

税制の知識ばかりでなく、不動産、年金、相続など幅

広い知識に基づいて、個人のライフステージ、資産状

況に応じた貯蓄・投資等のプランを立案・企画する作

業を意味します。銀行、証券、保険などの金融機関、

さらには不動産関連等の分野での就職を希望する者に

とって不可欠の知識であるとともに、自身の将来進路

を多面的に考えるために必要な基礎知識を得る上でも

非常に有益なものであると言えます。本科目では、国

家技能検定資格であるファイナンシャル・プランニン

グ技能士（３級）合格レベルを前提とする講義と、初

歩的な過去問解答演習を行うことにより、実践的な基

礎知識の習得を目指します。

【テキスト】①②両方を

購入すること。　①滝澤 

ななみ 『みんなが欲しか

った! FPの教科書 3級 20

21-2022年 』TAC出版、2

021年５月出版予定、

1760（予定）　②滝澤な

なみ『みんなが欲しかっ

た! FPの問題集3級 2021-

2022年 』TAC出版、202

1年５月出版予定、

1650（予定）

(木３)　安達　明久

57
貿易実務

15

外国為替と貿易実務を取引全体の流れの中で解説しま

す。貿易実務の中で出てくる書類の実例をもとに、そ

の内容や見方を学びます。授業は毎回、レジュメを配

付し、それをもとに進めます。

【テキスト】片山立志 著

 『よくわかる貿易実務入

門』（改訂3版）、 日本

能率協会マネジメントセ

ンター、 1,650円(木３)　星野　三喜夫

58

流通システム論

15

流通は生産と消費をつなぐ重要な役割を担っていま

す。本科目では、流通を「マッチング、物流、決済」

の３つの観点から捉えるとともに、ライフサイクル、

イノベーション、ビジネスモデル、バリューチェーン

等の視点、およびポジショニング図を利用した分析手

法を活用しつつ、最新の具体的な事例の比較検討や、

小グループでの議論・討議を行うことを通じて、流通

論の基礎知識と実際事例に関する知識を修得すること

を目指します。

【テキスト】毎回授業前

に講義資料等をWEB上に

掲載する【参考書】崔 相

鐵ほか『1からの流通シ

ステム 』碩学舎、\2640

(金１)　安達　明久

59
会社法Ⅱ

15

会社法Ⅰの講義を前提に、株式会社の資金調達方法な

どについて解説します。

テキスト伊藤靖史・大杉

謙一・田中亘・松井秀征

『会社法　第4版』有斐

閣，2900円＋税その他適

宜授業で紹介する。(金２)　吉田　昌幸



＜１限 9：15～10：45、　２限 10：55～12：25、　３限 13：15～14：45、　４限 14：55～16：25、　５限 16：30～18：00 ＞

№
講座名

回数 講座内容 テキスト・その他
(曜日時限)　講師

60

国際金融論

15

この授業では主に、円高・円安といった為替レートが

どのように決まるかを学習します。国際金融の理論に

基づいて、為替レートの決定要因を解説しながら、円

高や円安でどのような影響が生じるか、そもそもなぜ

円高や円安になるのか、などのトピックを考えていき

ます。授業を通じて、為替と経済のつながりを理解

し、為替や金融、あるいは貿易などの動きが、経済を

大きく動かしていく様子を、理論を通じてイメージで

きるようになることが目標です。

特になし。毎回プリント

を用いて講義する。参考

書は随時紹介する。

(金２)　黒岩　直

61
簿記Ⅳ

15

簿記Ⅲの履修を前提に、より実務に即応した能力を修

得することを目的とします。テキストは簿記Ⅲに引き

続きになります。途中からになるので注意してくださ

い。

【テキスト】滝澤 ななみ

『スッキリわかる 日商簿

記2級 商業簿記』 TAC出

版　

1540(金２)　山﨑　一輝

62

基礎経営学

15

本講義では、経済社会の中で大きな存在になっている

企業について考察し、その実体を解明するとともに、

経営学に対する基本的な考え方、見方を修得してもら

います。経営学検定の出題範囲にも対応しています。

斎藤毅憲編『経営学を楽

しく学ぶ』Ver.4 中央経

済社，

2,300+税根本孝・茂垣広

志監修『マネジメント基

本辞典』学文社,　

2,500＋税(金４)　高橋　成夫

専門　文化経済系
＜１限 9：15～10：45、　２限 10：55～12：25、　３限 13：15～14：45、　４限 14：55～16：25、　５限 16：30～18：00 ＞

№
講座名

回数 講座内容 テキスト・その他
(曜日時限)　講師

63

現代農業論

15

日本の農業の全体像をわかりやすく解説します。米、

野菜、果樹、畜産などの基礎知識にバイオテクノロジ

ーやアクリビジネスなどの最新情報を交えながら現代

農業を体系的に解説します。柏崎市内で野菜を栽培し

ており、市内の大型直売所「JA愛菜館」に新鮮な野菜

を出荷しています。また、地場産菊芋を利用した乾燥

野菜や枝豆の加工品を開発して六次産業的な仕事のア

ドバイスを食品企業で行っています。

【テキスト】八木宏典

『農業のすべてがわかる

本』ナツメ社、

1,500

(月１)　片桐　民生

64

フードビジネス論

15

日本のフードビジネスの発展過程と産業規模を学び、

食品製造業の特性や拡大する外食産業と注目されるア

グリビジネスの展開状況について理解します。食の安

全安心についても解説します。4章アグリビジネスの6

次産業化のところで実務経験例として、新潟県産菊芋

を加工した健康食品を製造し販売するために商品企画

と製品開発を行いました。現在、新潟県内の野菜直売

所、土産品店、道の駅等で販売中です。（株）ブルボ

ンで体験した食品製造業としての仕事の内容と食品業

界の特徴について具体的な事例を交えて講義します。

テキストはプリントを配

付します。【参考図書】

フードビジネスコーディ

ネイト協会編「フードビ

ジネスの基礎知識」調理

栄養教育公社出版、

2,700

(月２)　片桐　民生

65

まちづくり基礎

15

文化経済学科「まちづくり・地方行政分野」の入門と

して位置づけられる科目です。今日、日本の地方都市

は人口減少や産業の衰退といった多くの課題を抱えて

おり、行政まかせではない、市民が主体的に「まちづ

くり」を実践するための知識や技能が求められていま

す。柏崎市内でのフィールドワークを通じて「まちづ

くり」に興味関心をもち、講義で学んだ基礎的な知

識、技能を実際に地域で活用する第一歩を踏み出すこ

とを目指します。「まちづくり」活動を実践している

団体、個人へのヒアリングや、「まちづくり」イベン

ト等への参加等のフィールドワークを４～５回程度予

定しています（原則として授業時間に実施。学期末に

授業時間以外に柏崎市外の事例への見学を予定）。

授業中に適宜指示する。

(月４)　権田　恭子



＜１限 9：15～10：45、　２限 10：55～12：25、　３限 13：15～14：45、　４限 14：55～16：25、　５限 16：30～18：00 ＞

№
講座名

回数 講座内容 テキスト・その他
(曜日時限)　講師

66 服飾産業論 15

服飾における様々な文化的事象をアパレル産業との関

連において論じます。各トピックの終わりに短いレポ

ートを書いてもらいます。

テキストは使用しない．

参考文献は随時紹介す

る．(火１)　黒川　敬三

67
スポーツ産業論

15

スポーツ産業は用品、施設、スポーツサービス、プロ

スポーツ、メディアなど多岐にわたります。さらに、

マーケティングやマネジメントとも関わりが深い、ス

ポーツ産業を学ぶことでスポーツに関する職業領域を

理解します。

資料配付。【参考図書】

原田宗彦『スポーツ産業

論第６版』[杏林書院]、

\2,500

(火２)　小黒　裕二

68

アグリビジネス論

15

前近代の社会では「農者天下之本」と言われ、農業が

産業のすべての根幹として位置づけられています。現

代では、自然環境との共生という考え方から農業が再

び注目され、ロボット・ドローンやICT（情報通信技

術）を活用したスマート農業によって、農業に魅力を

感じ、就農する若者が世界中で増えています。この授

業では、日本の農業に焦点を当て、農産品をどんな働

き方で作り、どのように流通し、どのように農家と農

協や農水省・政府がかかわりを持つのか、そして田や

畑はどのように維持しているのか、などの農業の基本

について学びます。

テキスト：板垣啓四郎監

修『農家と農業～お米と

野菜の秘密』（実業之日

本社、２０１５年）、８

００円参考書：八木宏典

監修『史上最強カラー図

解　プロが教える農業の

すべてがわかる本』（株

式会社ナツメ社、２０１

０年）、１，５００円

(水３)　金　光林

69
地域社会学

15

地域社会は今、コミュニティの観点から注目されてい

ます。この講義では近代以前の地域共同体がどのよう

に存立していたのか、近代化の中でどのようにして衰

退したのか、そして今、地域コミュニティの再構築が

どう求められているか、歴史的に検証していきます。

テキスト：なし　　　　

　　　　　　　参考文献

：授業において適宜指示

(木２)　梅澤　精

70

観光学

15

観光に関する基礎的な知識を習得し、観光をめぐる状

況と観光がもたらす経済効果について理解することに

より、観光に関する活動を主体的、創造的に行う能力

と態度を育てます。観光市場の規模と特徴や地域振興

における観光の役割と重要性について概説したうえ

で、観光産業の現状と課題について考察します。授業

では映像の活用及びワークシートなどにより理解を深

めながら進めていきます。この授業は「実務経験を活

かした授業」及び「アクティブラーニングを取り入れ

た授業」です。

必要に応じて資料を配付

する。

(木４)　春日　俊雄

71

文化経済学Ⅰ
15

この講義では、「文化」と「経済」という基本的なこ

とばを理解し、そのうえで「文化経済学」という新し

い経済学がどのような社会状況のなかで生まれ、どの

ような社会の在り方に対応し、何を目指しているの

か、これらについてやさしく解説することで、文化経

済学の基礎的な理解が得れるようにします。

テキスト：なし　　　　

　　　　　　　参考文献

：講義において適宜指示

(金２)　梅澤　精

72

地域振興論（代）
15

地域振興のあり方について、総合的な視野から講義し

ます。授業は外部からの講師を含む複数の講師により

オムニバス方式で行われます。また講義に関連した企

業、自治体などを実際に訪れるフィールドワークも行

います。地域の産業について教室と実際の現場で学

ぶ、経済経営学科の基礎的な専門科目です。

なし

(金３)　黒岩　直



日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 1 2

5 6 7 8 9 10 11 10 3 4 5 6 7 8 9

12 13 14 15 16 17 18 10 11 12 13 14 15 16

19 20 21 22 23 24 25 月 17 18 19 20 21 22 23

26 27 28 29 30 24 25 26 27 28 29 30

31

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4

11 7 8 9 10 11 12 13 12 5 6 7 8 9 10 11

14 15 16 17 18 19 20 12 13 14 15 16 17 18

月 21 22 23 24 25 26 27 月 19 20 21 22 23 24 25
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日 月 火 水 木 金 土

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30 31

3限 １３：１５～１４：４５

4限 １４：５５～１６：２５

5限 １６：３０～１８：００

授業日

試験日（学生のみ）

補講日

1限 ９：１５～１０：４５

2限 １０：５５～１２：２５

【授業時間】

９

　

月

１

　

月

2021年度　秋学期カレンダー
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