
申込み期間　　４月１６日（月 ）～４月２０日（金 ）

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

　　　　　　　　＊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）
　　　　　　　　＊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。

　　　　　　　　＊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。

授業開始日　　４月４日（水） 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。本学売店で購入することができます。

・休講や教室変更等のご連絡は、学内設置の掲示板やホームページ等で行います。

掲示板は登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。

・本学の「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。

・その他、ご不明の点は本学「地域連携センター事務室」までお問い合わせ下さい。

℡：0257-24-8441 mail：renkei@ada.nsu.ac.jp

ご了承ください。（例外あり）

教室等の情報は教務課窓口でお聞きください。

平成３０年度 新潟産業大学 春期「聴講講座」のご案内

  新潟産業大学の「聴講講座」は、市民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のできる制度です。
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。）

但し、★の【語学講座】については、４月４日（水 ）～４月１３日（金）まで事
前申込を受付けます。

その後開講の有無をお知らせします。日程は、下記でご確認ください。



№ 講 座 名 講 師 曜日・時限 回数 講  座  内  容 テキスト

1
モンゴル文学と
草原

ウリジバヤル 月曜日２限 15

前半はモンゴル語の母音、子音を中心に、後半は
文学作品（主に民話）を取り上げて解読、そしてそ
の作品が書かれた歴史背景、生活習慣、日本文化
の相違を比較しながら進めていくことを目的としま
す。

南雲智編訳『内モ
ンゴル民話集』論
創社　￥2,100

2 世界史概論
沼岡
ウリジバヤル

木曜日２限
※7/26補講日
授業の有無を
確認

15

世界史を多角的にみることによって広範な知識を
習得することを目的としています。ヨーロッパ世界で
は中世封建社会から近代国家の成立と発展に焦
点を当てます。また、近現代史では、帝国主義から
世界大戦前後の時代までを取り上げます。アジア
世界では、モンゴル学を中心に講義します。モンゴ
ル帝国はアジア地域だけではなく、ヨーロッパ諸国
に対しても深い影響を与え、東西の文化交流に重
要な役割を果たしました。この講義では、日本、モ
ンゴル、中国で保存されている貴重な映像資料を
見ながら進めます。

授業中適宜指示す
る

3
奈良美術の
世界Ⅰ

片岡　直樹

木曜日２限
※7/26補講日
授業の有無を
確認

15

春期・秋期を通じて奈良美術（飛鳥・白鳳・天平時
代の美術）を講じます。春期は飛鳥寺・法隆寺・中
宮寺・広隆寺・長谷寺などに伝わる飛鳥・白鳳時代
（７世紀～８世紀初頭）の仏教美術をとりあげます。
毎時間カラースライド使用。

テキストは用いず、
毎回プリントを配付
します

4 東洋史 金　光林 月曜日４限 15

この授業では、一国史の枠組みを乗り越えて、統合
的な地域史としての東アジアの前近代の歴史につ
いて眺望します。世界史の参考書の年表・地図を
活用し、前近代の東アジア史のポイント、全体の流
れを分かりやすく解説・紹介した上で、東アジア史
について時代別に解説・分析します。また、授業に
おいては東アジア史に関する特定のトピックを選ん
で紹介し、授業内容のバラエティーを図ります。授
業の最後には、簡単な問題を解いてもらうか、また
は短い感想文（または課題）を書いてもらいます。

プリント資料使用。

5 文学 黒川　敬三 火曜日１限 15

１８世紀以降の代表的なイギリス小説を概観しつ
つ，近現代の思想，文学研究の方法論，最近の文
学理論による英文学史の見直しについても考えて
います。

プリントを配付する

6 日本文化論 小林　健彦 火曜日４限 15

日記・古記録史料を使って、日本の古代より中世に
かけてのさまざまな文化的な社会事象を読み取る
練習を行ないます。原典を通して、日本社会のどの
ようなことが分かるのかを学習します。

小林健彦著『日本
語と日本文化基層
論　～人名、人格
化、そして、うわさ
の文化～』（電子
版、電子書籍印刷
版の何れか）を使
用する（購入方法
の詳細は授業中に
指示する）。

教養科目 人文学系

聴講講座一覧



№ 講 座 名 講 師 曜日・時限 回数 講  座  内  容 テキスト

7 自然地理学Ⅰ 沼岡　努 火曜日１限 15

自然地理学は、人間の居住地としての地球表面を
対象として、自然地理的事象について研究する科
学です。この場合、自然地理的事象とは人間生活
に関係がある自然現象を意味します。本講義では、
こうした観点から様々な自然地理的事象について
具体例を通して見ていきます。

特になし。

8 哲学 渡辺　信也 火曜日3限 15

「心の哲学」…本学の教育理念「主体的自我の確
立」に鑑み、「自我・自己・心とは何か」という哲学上
の根本問題を主題的に論究する。本講義では、狭
義の「哲学」に限らず、自我・自己・心を巡る古今東
西の科学・宗教思想等にも幅広く言及し、これらを
比較検討することを通して、聴講者自身の哲学的
思索を促し、その主体的自我の確立を目指す。

講義中に配付する
プリントで代用す
る。

№ 講 座 名 講 師 曜日・時限 回数 講  座  内  容 テキスト

9 社会学 梅澤　精 金曜日２限 15

この講義では社会学の基礎を学びます。人は社会
や集団のなかで生き、そこから大きな影響をうけた
り、それらを変革したりしてきましたが、そのなかで
も家族、地域社会、組織体、そして国家はとても重
要な集団です。この講義ではそれらが現代の日本
において、どのようになっているのかを学び、私た
ちの生活の「今」と「未来」を考えます。

なし

10
異文化コミュニ
ケーション

ウリジバヤル 火曜日４限 15

まず異文化コミュニケーションについて解説します。
それから12世紀ごろの環日本海地域のヒト、カネ、
モノ、情報のネットワークを中心に講義を進めます。
その他各国の遊戯文化について学ぶ予定です。

授業時にプリント等
を適宜配付

11 地誌 沼岡　努

水曜日2限
7/25補講日
授業の有無を
確認

15

地球の表面は実に多様です。気候、地形、植生な
どの自然環境と人々の生活、文化、社会、経済を
形成する人間活動が複雑に作用し合っています。
身近な地域から地球全体にいたるまで、この多様
で複雑な現実を総合的に理解することの意義は大
きいく、地誌学は小規模地域から地球全体まで
様々なスケールで地域や世界の枠組みに即してそ
の地域の姿を正しく認識する学問領域です。授業で
は特に世界に目を向け、いくつかの地域の姿を多
面的に描き出したいと思います。

配付プリント使用

12 日本国憲法 小島　伸之 月曜日4限 15

憲法とは何かについて解説したうえで、国家、主
権、民主主義、人権、平和等について、基本的な問
題についての知識を身に着けます。
　日本国憲法の制定過程について学びながら、憲
法をめぐる諸問題について考察します。

『改めて知る制定
秘話と比較憲法か
ら学ぶ日本国憲
法』小川光夫　清水
書院
　他は適宜指示す
る。

教養科目 社会科学系



№ 講 座 名 講 師 曜日・時限 回数 講  座  内  容 テキスト

13 法学 小島　伸之 月曜日5限 15

法とは何かについて解説したうえで、民事、刑事、
行政などさまざまな法領域の特徴について解説し
ます。授業において適宜、法律に関する時事問題
（裁判員制度など）を取り上げ、多角的な観点から
法と社会のかかわりが理解ができるように解説を
加えます。

『伊藤真の法学入
門 補訂版』日本評
論社、2017年。
他は適宜指示す
る。

14 政治学 判澤　純太 金曜日3限 15

前半は、日本政治・社会思想史を中心に日本の政
治体制の基礎土台が理解できるように講じます。後
半は、明治から下り現代までの政党と政治の構造
を解説します。

テキストは特に使
用しない。毎回適
切なプリントを配付
する。

№ 講 座 名 講 師 曜日・時限 回数 講  座  内  容 テキスト

15 環境問題 アブドゲニィ
火曜日3限

15

20世紀は科学技術が急速に発展し、人類は生活の
便利を図った物づくりが幅広く行われました。しか
し，20世紀の繁栄は人類を含む生物と自然環境を
犠牲にして来たといえます。安全な，快適な生活環
境を実現するためには，私たちの身の回りにある
様々なことを考えて行く必要があります。このゼミ
ナールでは主に環境問題に関する様々なことを学
習します。

プリントを配付する

16 環境科学 アブドゲニィ 火曜日2限 15

私たちを取り巻く環境の中で，現在深刻化している
種々の環境問題（地球温暖化，大気汚染，水質汚
染，分解されにくい物質による汚染など）の概要と
対策などを，自然科学の立場からできる限り平易に
解説します。

プリントを配付する

17
スポーツ実習B
（サッカー）

小黒　裕二
岡村　宜城

木曜日２限
※7/26補講日
授業の有無を
確認

15

サッカー基本的技能を習得し、これを発展させなが
ら集団的技術を学習します。また、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、スポーツを楽しむこと身に付け
ます。

必要に応じて資料
配付

18
スポーツ実習A
（バドミントン）

小黒　裕二
火曜日４限 15

学習段階に応じて、ゲームをおこない、個人的技能
を高めます。
ダブルスにかかわる技能では、パートナーとの連携
等での自己の役割を理解し、ゲームで生かせるよう
にします。

なし

19
スポーツ実習A
（ゴルフ）

小黒　裕二

木曜日４限
※7/26補講日
授業の有無を
確認

15
グランドやゴルフ練習場で，ゴルフの基本スイング
を習得し，さらにルール，マナー，エチケットを学び
ます。ショートコースでのプレイを経験します。

必要に応じて配付
する。

教養科目 自然科学・体育系



講 座 名 講 師 曜日・時限 回数 講  座  内  容 テキスト

20
ヘルスサイエン
ス

岡田　奈緒子

木曜日４限
※7/26補講日
授業の有無を
確認

15

高齢化が進む日本では「健康に生きる」ことは個人
の願いであると同時に社会的課題でもあります。
ここでは「健康の阻害要因とその対策」を共通の
テーマとし幅広く展開します。
まず「健康維持のための基礎知識」、「身体の構造
と機能」について講義し、知識の共有化を図りま
す。
続いて「生活習慣病の基礎知識」、「栄養学の基礎
知識」、「肥満のメカニズムと運動との関わり」、「健
康づくりのための運動生理学」などについて理解を
深めます。
また、健康維持の視点から「ストレスによる心身へ
の影響とその対処法」、「性感染症の予防法や治
療」、「アルコール、タバコ、ドラッグによる心身への
影響とその対処法」などにも触れる予定です。

毎講義に資料やプ
リントを配付する。
講義内容により、ス
ライドやビデオを教
材として用いる。

21 自然科学概論 アブドゲニィ

木曜日2限
※7/26補講
日
のため、授業
の有無を確認

15

人類は科学的な発見や科学者による様々な発明を
繰り返しながら多くの自然現象を明らかにしてきま
した。その結果近代科学が誕生しています。本講義
では，宇宙の成り立ちと太陽系，地球，物質，日本
列島の特色などについて学習することにより，自然
科学の本質と様々な自然現象への理解を深め，科
学的な見方や考え方を育成することを目指します。

プリントを配付する

№ 講 座 名 講 師 曜日・時限 回数 講  座  内  容 テキスト

22 ★基礎韓国語A 金　光林 火曜日２限 15

この授業を通して、韓国語の文字と発音を習得し、
簡単な会話ができ、比較的に簡単な文章が読める
し、書けるようにしたい。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。

金　慇模等著『かん
たん！韓国語』（朝
日出版社、２０１３
年）、２，３００円＋
税

23
★韓国語会話
A

金　光林

木曜日３限
※7/26補講日
授業の有無を
確認

15

大学の授業で1年程度韓国語を学んだ学生を対象
に、韓国語の基礎を復習・応用しながら、中級程度
の韓国語を学びます。実際に役立つ旅の韓国語が
習得できるように力を入れたいと思います。
授業においては、韓国のドラマ・音楽を通した韓国
語の勉強も行う予定です。

金　殷模著『かんた
ん！韓国語～実践
会話編～』（朝日出
版社、２０１４年）、
２，３００円＋税、プ
リント資料も使用。

24
★英語表現A
               (a)

黒川　敬三 火曜日２限 15
基本的な文法事項を確認しながら，よく使われる会
話表現を学ぶ．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.

★教養科目 語学系



№ 講 座 名 講 師 曜日・時限 回数 講  座  内  容 テキスト

25
★英語表現A
               (b)

沼岡　努 火曜日２限 15
英語の基礎文法をもとに短い会話表現を使えるよ
う練習します。

Tae Kudo, My First
Trip　センゲージ
ラーニング 2,000円
（+税）

26
★英語講読A
               (a)

沼岡　努

水曜日1限
※7/25補講日
授業の有無を
確認

15
平易な英文を正確に速く読解できるように学習しま
す。

Nobumichi Kawada,
Know the
Differences,
Broaden Your
World! 朝日出版
1,600円（＋税）

27
★英語講読A
               (b)

黒川　敬三

水曜日１限
※7/25補講日
授業の有無を
確認

15
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。

テリー・オブライエ
ン他『英語総合イン
ディケーター初級』
南雲堂，2,000円．

28
★基礎中国語
                A

詹　秀娟 火曜日２限 15

本授業は初心者を対象に中国語の基礎能力を養
成する授業です。声調からスタートして中国語の発
音、語彙、文法、会話などの基礎を身につけること
に重点を置きます。同じ漢字でも中国語と日本語は
意味が全く違うのも沢山あります。例えば「大家」は
中国語では「みんな」を意味し、「看病」は「診察を受
ける」になります。中国語は決して難しくなく、中国
語の面白さを勉強して、就職を有利にしましょう。

『いま始めよう！ア
クティブラーニン
グー初級中国
語ー』
　陳　淑梅　張　国
璐
　朝日出版社　ＣＤ
付　2４00円

29
★基礎中国語
           会話A

詹　秀娟

水曜日1限
※7/25補講日
授業の有無を
確認

15

本授業は初心者を対象に基礎中国語の会話能力
を養成する授業です。基礎中国語Ａに加えて、さら
に中国語の力をつけるための授業です。基礎中国
語Ａとも併用履修しながら、応用編として「聴く」、
「話す」に重点を置き、レベルアップにつながる中国
語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。中国語は決して難しくなく、
中国語の面白さを勉強して、就職を有利にしましょ
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

30
★中国語演習
                A

詹　秀娟

木曜日2限
※7/26補講日
授業の有無を
確認

15

中国語の基礎と文法を習得し、多様な文体に対応
するため、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する授業です。
『２０１８年度版 時事中国語の教科書』を用いて授
業を進めます。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。

『２０１８年度版　時
事中国語の教科
書』　一帯一路
三潴正道ほか　朝
日出版社　1900円
ＣＤ付

31
★中国語会話
A

詹　秀娟

木曜日3限
※7/26補講日
授業の有無を
確認

15

本授業は中国語の日常会話を中心に、「聴く」、「話
す」に重点を置きながら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。２年次の開講科目ですが、カリキュラ
ムの関係で１年次の初級中国語を履修できなかっ
た学生は、初級中国語との同時履修も可能です。

『実用中国語会話』
呉川　文光茹 著
郁文堂　ＣＤ付　2６
00円
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32
★基礎韓国語
会話A

蓮池　薫

水曜日1限
※7/25補講日
授業の有無を
確認

15

韓国語の正しい発音と読み方、書き方を覚える。韓
国語は日本語と文法がとても似ている反面、微妙
な違いがある。その点を踏まえて、基礎をしっかり
築くことを目標とする。そのために教材にそって文
字と発音をじっくり習得したうえで、あいさつや簡単
な文型を身につけていきます。

木内明　『基礎から
学ぶ韓国語講座
初級』改訂版　国書
刊行会　　\　２，１
００

33
★韓国語演習
A

蓮池　薫

木曜日5限
※7/26補講日
授業の有無を
確認

15

初級程度の韓国語を習得した学生を対象に初級の
最終段階から中級の初めの段階に至る韓国語が
しっかり身につくよう学習します。検定試験のため
の指導練習も行い、ハングル能力検定4，3級の合
格を目指します。

木内明　『基礎から
学ぶ韓国語　中級』
改訂版　国書刊行
会　\２，１００
その他　プリント

34 ★英会話A
モルト
ジェリーアレン

火曜日２限 15
いろいろな仕事で基本となる英語の構成をマスター
します。

Ken Wilson,Thomas
Heally, Mike Boyle
『Smart Choice
Book 1』2nd edition
Oxford University
Press
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35 環境経済学 阿部　雅明 火曜日１限 15
本講義では、環境経済学という比較的新しい学問
分野の紹介を通じて、現実の環境問題や開発ルー
ルに対する経済分析の方法を学んでもらいます。

『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

36 ミクロ経済学Ⅰ 阿部　雅明

木曜日2限
※7/26補講日
授業の有無を
確認

15

この講義では、１年次科目である基礎ミクロ経済学
で学んだ内容をより深く、広く講義します。具体的に
は、消費者の効用最大化行動や企業の利潤最大
化行動を簡単な微分を使用し分析する方法を学ん
でもらいます。

『政治経済学』， 石
橋一雄　他， 成文
堂， 3000円＋税

37 地方財政論 宇都宮　仁

水曜日1限
※7/25補講日
のため授業の
有無を確認

15

地方財政は，市町村立の小中学校，公立高校，大
学の前を通る県道以外にも生活に欠かせない水道
やごみの収集まで，とても身近なところに関連して
います。本講義では生活に密接した地方財政の制
度，理論，政策をバランスよく学習します。

持田信樹『地方財
政論』東京大学出
版会，\3,024

38 基礎ミクロ経済学 宇都宮　仁 金曜日２限 15

この講義では、経済学の2本柱であるミクロ経済学
とマクロ経済学のうち、ミクロ経済学の入門的な講
義を行ないます。ミクロ経済学は、経済主体（消費
者や生産者）の行動に焦点を当て分析する学問で
す。

なし（毎回講義資料
を配付する）

専門科目 経済系
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39 マクロ経済学Ⅰ 宇都宮　仁 金曜日３限 15

この講義では、経済学の2本柱であるミクロ経済学
とマクロ経済学のうち、マクロ経済学の講義を行な
います。マクロ経済学は、景気の変動・失業・金融
問題・国際金融・経済成長といった経済ニュースで
頻繁に議論されるテーマを理解するための重要な
ツールです。本講義では、経済理論と現実の経済と
のつながりを理解するため、基礎マクロ経済学の知
識を使い、具体的なデータ・事例なども交えながら
マクロ経済学の理論を学習します。

なし（毎回講義資料
を配付する）

40 国際貿易論 江口　潜 月曜日２限 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。内容はミクロ経済学の応用です。

授業時に指示

41 企業経済学 江口　潜 火曜日２限 15
本講義では企業という組織を様々な側面からとら
え、その１つ１つについて経済学の視点から見える
組織や戦略の合理性の説明を与えていきます。

授業時に指示

42
ミクロ経済学
演習Ⅰ

江口　潜 火曜日３限 15

本講義では、ミクロ経済学理論が現実に対していか
に当てはまり、世の中の動きや出来事を説明してく
れるか、ということを実感できるよう、ミクロ経済学を
通して世の中を見るということを主眼にアクティブ
ラーニングを行います。

井堀利宏著　【図
解】大学4年間の経
済学が10時間で
ざっと学べる,
KADOKAWA, 925
円＋税

43 日本経済論 江口　潜

水曜日２限
※7/25補講日
のため授業の
有無を確認

15

今日の経済政策であるアベノミクス（インフレ目標
政策）について、そのそもそもの提唱者であるク
ルーグマンという経済学者による近著の内容を解
説します。

クルーグマン著『そ
して日本経済が世
界の希望になる
』、PHP新書、PHP
研究所 \864円＋
消費税

44 統計学Ⅱ 橋本　次郎 月曜日1限 15

推測統計学の基本を学びます。前半は確率分布の
基礎を、その上で標本平均の分布を学び、後半は
母集団の平均の推定と検定を中心に、統計的分析
結果の見方・考え方の基本を学びます。

鳥居泰彦 著、『は
じめての統計学』日
本経済新聞社、
2233円＋税

45 計量経済学Ⅰ 橋本　次郎

水曜日3限
※7/25補講日
授業の有無を
確認

15

コンピューター実習室で行う授業です。使うソフトは
エクセルです。計量経済学は、さまざまな経済現象
を現実の経済データを使用し統計的に分析する学
問です。本講義ではその基礎となる回帰分析を平
易に解説し、例題を通じて実践的に学んでいく予定
です。

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



講 座 名 講 師 曜日・時限 回数 講  座  内  容 テキスト

46
計量経済
分析基礎

橋本　次郎

木曜日3限
※7/26補講日
授業の有無を
確認

15

コンピューター実習室で行う授業です。「エクセル」
の知識や、操作技術を基礎に置きながら、統計学
Ⅰ・Ⅱのパソコンによる実戦編になる。経済・経営
データの統計処理、グラフ処理、回帰分析等に必
要な分析手法を実習・演習形式で学んでいきます。

山下、石橋、山下、
伊東、上藤、黄、鈴
木他 編著『［第４
版］はじめよう　経
済学のための情報
処理』日本評論社、
２３００円＋税

47 福祉住環境論 平野　実良 月曜日2限 15
住居は生活の基盤であるという考え方のもとに，保
健，医療，福祉，建築，福祉用具の活用，サービス
や制度の利用などに関する知識を身につけます。

初回に指示する

48
情報処理演習
Ⅱ

角山　正博 火曜日2限 15

表計算ソフト（Excel）の処理を自動化して、効率よく
処理を行うための方法を修得する。先ずマクロの基
礎としくみについて学ぶ。次にプログラムの3要素と
各種の命令について学び、最後に実際の業務で使
えるプログラムを作成する。

テキスト：若山　芳
三郎『学生のため
のExcel VBA』第2
版、東京電機大学
出版局、\1,800（税
別）

49 地方行政論 髙橋　達男

水曜日2限
※7/25補講日
授業の有無を
確認

15

少子高齢化の社会影響、産業構造の転換に伴う雇
用形態の変化、地球温暖化に伴う風水害の増大等
様々な事柄が地域社会において問題となっていま
す。これらの諸問題を地方行政の視点からどのよう
に捉え、地域独自の主体的な取組にするかを様々
な事例から考察し、今後、目指すべき地域づくり等
の方向性を考えます。

特定のテキストは
使用しない。参考
書は講義の中で紹
介する。なお、授業
にあたっては、資料
を配付する。
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50
マーケティング
論

郷　香野子 火曜日３限 15

この授業では、マーケティングの基本的な枠組み、
諸局面で使用される概念やモデルを学習します。
授業の中では、身近な製品やサービスの事例、最
新のマーケティング動向も併せて紹介します。これ
らを通して、マーケティング発想で課題を解決する
能力を身につけてもらい、また、より実践的な能力
を養うために、適宜、授業内にて小課題や少人数
でのグループワークを行ってもらう予定です。

テキストは使用せ
ず、授業時にレジュ
メを配付する。

51 基礎広告論 郷　香野子

木曜日１限
※7/26補講日
のため、授業の
有無を確認

15

広告は、製品やサービスの販売促進のために行わ
れます。一方で、消費者との広告コミュニケーション
の方法は、企業と消費者の関係性の変化とともに
変わり続けています。この授業では、広告に関する
基本的な枠組みや概念を学ぶだけでなく、企業と消
費者との関係性の変化と、これに対応する広告コ
ミュニケーションの方法についても学習してもらいま
す。また、より理解を深めるために、適宜、授業内
にて少人数でのグループワークを行ってもらう予定
です。

テキストは使用せ
ず、授業時にレジュ
メを配付する。

専門科目 経営学系
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52 社会調査法 郷　香野子

水曜日1限
※7/25補講日
のため、授業の
有無を確認

15

この授業では、社会調査の基本を学んでもらう。具
体的には、調査の計画、調査票の作成、さらに、調
査対象者のサンプリング方法やデータの分析方法
を説明します。より理解を深めるために、適宜、授
業内にて少人数でのグループワークを行ってもらう
予定です。

テキストは使用せ
ず、授業時でレジュ
メを配付する。

53 経営組織論 高橋　成夫

木曜日１限
※7/26補講日
のため、授業の
有無を確認

15

本講義では、企業の実体としての組織形態の発展
を踏まえ、今日的な問題を取り上げて、今後の組織
のあり方を検討して行きます。経営学検定の出願
範囲にも対応。

佐久間・坪井編『現
代経営組織論の基
礎』学文社，
￥2,600+税

54 経営戦略論 高橋　成夫 金曜日3限 15

本講義では、経営戦略について、その意義、内容、
代表的理論を通して、今後の経営戦略のあり方に
ついて検討します。経営学検定の出題範囲にも対
応。

吉村孝司編『経営
戦略：企業戦略と
競争戦略』学文社，
￥2,400+税

55 企業論 高橋　成夫 金曜日4限 15

本講義では、我々の生活と密接に関わっている企
業とは何か、企業の形態と企業の仕組みについて
考察します。さらに、企業活動は多くの他企業と関
係を持ちながら行われているので、複数企業の企
業間関係（企業グループ）についても検討します。
経営学検定の出題範囲にも対応。

加護野・吉村編『１
からの経営学』中
央経済社，
￥2,400+税

56 簿記Ⅰ 岡田　華奈 月曜日３限 15
日本商工会議所簿記検定３級の資格取得を目指
し、会社経理実務に役立つ必要な簿記知識を養い
ます。

『合格テキスト　日
商簿記３級』
ＴＡＣ株式会社　出
版

57 簿記Ⅲ 山﨑　一輝 火曜日4限 15
より実践的知識と処理能力を修得することを目的と
します。

【テキスト】『日商簿
記2級に“とおる"テ
キスト 商業簿記』
桑原知之著　出版
社: ネットスクール
2160円

58 基礎会計学 山﨑　一輝

水曜日2限
※7/25補講日
授業の有無を
確認

15

会計情報の活用・しくみ・制度について学びます。
基本的なテーマは、会計情報を読みとり、活用でき
るようにすることであり、基礎的総合的視点を重視
して、講義を行います。現代の企業活動と会計との
かかわり、会計理論や会計制度の社会における役
割や問題点、会計情報の具体的な利用、会計制度
のあり方など多様な視点から、会計について論じま
す。

永野則雄 『ケース
ブック会計学入門』
新世社 ，2,160円
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59 会計監査論 山﨑　一輝

木曜日3限
※7/26補講日
授業の有無を
確認

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です。地図は便利で
すが、誤りのある地図は有害でさえあります。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く、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ます。
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
す。

吉見 宏『ケース
ブック監査論』新世
社 ￥2,700

60 原価計算論Ⅰ 山﨑　一輝 金曜日2限 15

コストを抑えることは企業にとって収益性や生産性
という点で重要ですが、品質や在庫や納期などとト
レードオフの関係でとらえる必要もあります。原価
計算の基本をマスターしながら、原価概念の多様
性や製造間接費の配賦の考え方を学びます。

『スッキリわかる 日
商簿記2級 工業簿
記 第6版 』　滝澤
ななみ著　出版社:
TAC出版　1296円

61

経営情報論
※この授業は、株式
会社　創風システム
様からの寄付によ
り、開講されます。
なお、寄付者の意向
により、この授業に
ついては無料です。

石塚　修 金曜日4限 15

AI(Artificial Intelligence 人工知能)は、まだ進化途
上のコンピューター最新技術です。しかし、人間の
脳に代わる可能性を秘めている、とも言われ、AI(人
工知能)は、私たちが暮らす経済の未来を豊かにし
てくれる最新技術であり、学問です。
「AI(人工知能)とは何か」「現在、どんな動きをして
いるのか」「未来にどんな夢があるのか」そしてIoT
やクラウド・コンピューティングなどの最先端技術が
未来の経営のどんな可能性を秘めているのか、「ア
クティブラーニング方式」で一緒に情報を集め、考え
る講座にしたいと考えています。

『AIビジネス最前
線』AIビジネス研究
会　技術評論社、
『IoTビジネス最前
線』IoTビジネス研
究会　技術評論
社、『クラウドビジネ
ス最前線』クラウド
ビジネス研究会
技術評論社　以上3
冊

62 財務諸表論 岡田　華奈

水曜日１限
※7/25補講日
授業の有無を
確認

15

財務諸表を通して，企業は様々な利害関係者に対
して情報公開を行っています。この授業では財務諸
表がどのようなルールに従って構成されているのか
についてまず学ぶ。その後，実際の財務諸表を読
み，企業の経営活動を読み解きます。

櫻井久勝(2015)
『財務諸表分析（第
6版）』中央経済社

63 中小企業論 權 五景 金曜日1限 15

中小企業は企業数で日本の産業全体の99％以
上、従業員数で66％という高いシェアを占めてお
り、日本経済や産業を語る上で欠かせない存在で
す。ところが、中小企業の多くは資金不足と人材不
足などの中小企業問題を抱えています。そして、そ
の背景には規模の不経済の問題が隠れており、そ
の解説と対策を講義していきます。また、日本の中
小企業が日本経済の発展にどのように貢献してき
たか、グローバリゼーションは日本の中小企業にど
のような影響を与えているのか、どのようにしていく
べきかについて講義と議論を並行しながら進行して
いきたいと考えます。また、ほぼ毎回新潟県中小企
業の訪問経験談を紹介する予定です。

安田武彦ほか3人
『ライフサイクルか
らみた中小企業
論』同友館、\2,940
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64 起業論 權 五景 金曜日2限 15

本講義は「起業」について学習していく。多くの起業
は「不便（又は得意なもの）→必要（又は活用）→ア
イディア→起業→成功（社会に役立つ）」と類型化で
きる。ところが、日本における起業は決して容易で
はない。多くの大学生から将来の選択肢に入って
いない起業について、１）地域資源を活用した起
業、２）問題を解決していく過程で生まれる起業、３）
日本での起業の現状や課題、４）諸先進国での企
業家精神、等々について学習していく。

なし。プリント配付
が中心

65 経営品質 五味　由紀子 月曜日３限 15

本講義は、価値を創造し続ける組織の考え方を学
ぶとともに、自分自身も成長し続けるための考え方
を学び・気づき・実践できるよう、体験・体感する内
容を主としています。
　前半は、自己革新を通じて価値を創造し続ける考
え方である「経営品質向上プログラム」を理解し、こ
れを活用して企業・組織の考え方・経営を把握でき
るように学習します。後半は、社会や組織から求め
られる“人間力”を、グループでのワークショップを
通じて磨いていきます

随時、資料を配付

66 民法Ⅰ 山崎　修 月曜日2限 15

民法は日常生活のなかにおいて 売買などの財産
関係や相続といった家族関係のことを規定している
身近な法律です。個々の条文にこだわることなく、
法体系の中での位置づけに留意し、新たな町に訪
れる際に地図が必要であるように、民法という町を
理解するための地図を提供しつつ、「なぜそうなっ
ているのか」を解説しながら基本的事項を理解した
いと思います。本講義民法Aでは人の能力、契約成
立、債権総論等について触れます。できるだけ分か
りやすい具体例を用いながら「生きた民法」の学習
ができるように講義を進めたいと思います。

なし。

67 ビジネス法務Ⅰ 山崎　修 月曜日３限 15

規制緩和、国際化が進展する一方で、消費者の保
護が強く求められています。本講義では法的な問
題が生じたときに適切・迅速な初期動作がとれ、問
題点を整理した上で専門家に相談をして、トラブル
の未然防止等の対応ができる人材の育成を目的と
し、ビジネス実務検定試験に出題されている問題を
できるだけ取り上げ解説します。

『ビジネス実務法務
３級検定試験問題
集』東京商工会議
所・中央経済社
\2,940円

68 会社法Ⅰ 吉田　昌幸 金曜日2限 15
企業とは何か、会社とは何か、会社の諸形態、会
社の機能、及び、株式会社の機関について解説し
ます。

岸田雅雄『ゼミナー
ル　会社法入門
第七版』¥3500
他は適宜指示する



専門科目 文化経済系
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69 文化経済学Ⅱ 梅澤　精 金曜日３限 15

この授業では、昨年度の文化経済学 I の続きを講
義をします。文化経済学 I 、II 、IIIを受講すること
で、文化経済学についてのおおよその理解が可能
となり、カリキュラムに用意されている他のさまざま
な応用的科目の位置づけがわかり、どのように勉
強すべきかも自然にわかってきます。そうした文化
経済学全体のマップを提供するのがこの授業だと
思ってください。

なし

70 文化経済学Ⅲ 梅澤　精

木曜日２限
※7/26補講

日
授業の有無を

確認

15
この講義は文化経済学の歴史を学び、どのような
社会状況、問題意識のもとで現在の文化経済学が
形成されてきたのか理解を深めます。

なし

71 基礎文化論 梅澤　精

木曜日３限
※7/26補講日
のため、授業の
有無を確認

15

この授業は「文化経済学」を勉強をする上で欠かせ
ない「文化」についての基礎的な知識や理解を目指
します。文化とは広い意味では生活様式ですが、こ
の授業では狭い意味の精神文化、とくに宗教と芸
術について西洋・東洋にわたって学びます。特に宗
教は精神文化の基礎であるにもかかわらず、しっ
かりとした教育がなされていないので、この授業で
は多くの時間を割いて講義します。オーディオとビ
ジュアルの機器などもつかって具体的に学んでい
きます。

なし

72 欧米文化事情 梅比良　眞史 火曜日３限

地中海世界の歴史、社会、生活様式、文化、そして
「アラブの春」にはじまるアラブ世界での政治変動
の位置づけ、資源問題から教育問題にいたる幅広
いテーマを扱う。先進国と発展途上国の間の経済
的・社会的な格差、多様な民族性ゆえの繰り返され
る衝突や紛争、偏在する天然資源を巡る攻防な
ど、地政学的な視点から概観します。
授業毎にそのトピックについてコメントを書いて提出
してもらう。

ベンヒーダ他　『文
明の交差路として
の地中海世界』　文
庫クセジュ、　1,200
円（本体）

73 西洋の芸術 梅比良　眞史 火曜日４限 15

文化史のなかでも美術史は重要なものの一つで
す。西洋美術史の主流をなす絵画を中心にして、
各時代の主要作品を取り上げます。授業は視聴覚
教材も使用します。

高階秀爾監修『カ
ラー版　西洋美術
史』、美術出版社、
￥1,900（本体）
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74 食文化論 梅比良　眞史 金曜日１限 15

「和食という言葉は近代に入って生まれたが、ではその料理
自体はいつ、どのようにできあがったのか。また、その独自
性はどうして生まれたのか」をテキストに沿って検証します。

原田信男　『和食の
歴史』　　　思文閣
出版、￥900（本体

75 観光経営論 春日　俊雄

木曜日４限
※7/26補講日
授業の有無を
確認

15

授業の目的は、現代の観光経営の基本を学び、重
要な国策に位置づけられる観光産業を経営学の知
見を援用しながら現状の把握に努め、課題と将来
展望を探ります。映像も活用し、グループワークや
小レポートなどにより理解を深めながら授業を進め
ていきます。

必要に応じて資料
を配付する。

76 日本の芸術 片岡　直樹 金曜日２限 15

平安～江戸時代の日本美術を概観します。平安貴
族の生活を色鮮やかに描き出した「源氏物語絵
巻」、庶民が生んだ庶民のための美術「浮世絵」な
ど、日本美術の美しさ、おもしろさを皆さんに伝えた
いと思っています。毎回カラースライドを使用。

テキストは用いず、
毎回プリントを配付
します。

77 観光資源論 金　光林 月曜日３限 15

この授業では、観光資源の定義・分類・評価基準に
ついて説明し、世界と日本の自然保護及び観光資
源保護の動き、観光振興政策などについて説明し
ます。それから日本の特徴のある観光資源、新潟
の観光の魅力について紹介・分析し、海外の代表
的な観光資源の紹介も行いたいと思います。
この授業においては必要に応じて映像資料も活用
したいと考えます。

主にプリント資料を
使用。

78 文化産業論 黒川　敬三

木曜日３限
※7/26補講日
のため、授業の
有無を確認

15

前半はD.スロスビーの理論を基礎として，「文化産
業」の定義とその周辺産業，またそれらに従事する
「労働者」などについて論じます。後半はT.コーエン
の著作を参照しながら，文化交易の功罪や，ハイカ
ルチャーとポピュラーカルチャーにおける消費者と
批評家の役割などについて論じます。

79 日本史Ⅰ 小林　健彦 金曜日２限 15
この講義では、対外交渉史の学習を行ないます。
現在の北陸地方を窓口とした韓半島との交流の様
相を解明していく予定です。

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～』
（電子版、電子書籍
製本版の何れか）を
使用する。インター
ネットを通じて購入す
る。購入方法の詳細
は初回授業時に説明
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80 まちづくり基礎 権田　恭子

木曜日２限
※7/26補講日
授業の有無を
確認

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を
予定しています。

授業中に適宜指示
する。

81 中国文化事情 詹　秀娟 金曜日3限 15

日本と中国は、地理的には「一衣帯水」と言われる
ように海一つ隔てて向かい合う隣国です。その一方
で「近くて遠い国」と思われます。この「似て非なる
国」と言われる中国は経済面では今後も日本の
パートナーです。
講義では、中国・台湾に関する歴史・文化・社会・風
俗・習慣・現代事情等を幅広く題材に取り上げま
す。中国の社会と文化をより深く理解するため、補
助教材として,パワーポイントやビデオ映像も活用す
る予定です。

プリントを配付しま
す。

82 現代農業論 片桐　民生 火曜日４限 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
がら就農のノウハウや農業実践面や話題になって
いることなど現代農業を体系的に解説します。さら
に、日本と世界の食料事情も紹介します。

八木宏典『農業の
すべてがわかる
本』ナツメ社発行
1,500円

83 越佐文化論 三井田　忠明 月曜日3限 15

新潟県内を主なフィールドとし、そこで消長してきた
様々なモノ（物質文化）と心（精神文化）を取り上
げ、それを民俗学的な視点から概観します。その作
業の中から地域の文化的個性や暮らしの変容など
を把握する。できるだけビデオなど映像資料を用い
見てわかる授業を行いたいと思います。

授業時にプリントを
配付する

84 非営利組織論 長谷川　敏栄 月曜日1限 15

非営利組織としての特定非営利活動法人（NPO法
人）と非営利団体の活動を学びます。また、特定非
営利活動促進法にもとづくNPO法人の基礎知識を
学びます。
非営利団体の現場を訪問したり、非営利組織の立
ち上げ実習も行います。

知っておきたい
NPOのこと（日本
NPOセンター編集
発行）
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85 博物館経営論 三井田　忠明 金曜日１限 15

博物館の管理運営の方向は、館の設置目的や性
格によって異なりますが、事業を行う際には教育的
配慮のもと、社会教育機関として適切に運営しなけ
ればなりません。しかし、効率性や経済性と無関係
ではありえず、その傾向は今日より強く求められて
います。こうした点をふまえ、多様な博物館活動を
ミュージアム・マネージメントの立場から見ていく予
定です。

授業時に資料を配
付します

★授 業 時 間★

Ｔｅｌ ： 0257-24-8441　Fax ： 0257-22-1300   E-mail ：renkei@ada.nsu.ac.jp

＜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 ＞

【お問い合せ先】 新潟産業大学　地域連携センター事務室　〒945-1393 柏崎市軽井川4730番地

曜日・時限に収まらない科目
⇒地域連携センターへお問い合わせ
ください。

「スポーツ実習C」…登山・ウォーキング（小黒）

「スポーツ実習A」…水泳（小黒）


