


授業科目名 教養/専門（注1） 担当教員 期間（注2） 曜日 時間 頁

戦後の日本経済－戦後復興から東欧・ソ連の崩壊まで 教養教育
岡田　徹太郎
（経済学部）

４月１５日～６月１０日
（計８回）

月 16:20～17:50 1

戦後の日本経済－バブル発生から平成の終わりまで 教養教育
岡田　徹太郎
（経済学部）

６月１７日～８月５日
（計８回）

月 16:20～17:50 2

情報数学の基礎 教養教育
堀川　洋

（創造工学部）
４月１１日～６月６日

（計８回）
木 16:20～17:50 3

書物との出会い
－学問することの喜びハ

教養教育
佐藤　慶太　他

（大学教育基盤ｾﾝﾀｰ）
４月１５日～７月２９日

（計15回）
月 16:20～17:50 4

グローバル時代の法と国際人権（夜間主コース） 教養教育
新井　信之
（法学部）

４月１５日～６月１０日
（1日2回、計15回）

月
18：00～19：30
19：40～21：10

5

歌唱法基礎A 専門教育
若井 健司

（教育学部）
４月１１日～７月２５日

（計15回）
木 16:20～17:50 6

民法入門 専門教育
吉原　知志
（法学部）

４月９日～７月２３日
（計15回）

火 16:20～17:50 7

刑事法入門 専門教育
平野　美紀
（法学部）

４月１５日～７月２９日
（計15回）

月 16:20～17:50 8

政治学入門 専門教育
金子　太郎
（法学部）

４月１２日～７月２６日
（計15回）

金 16:20～17:50 9

法学入門（夜間主コース） 専門教育
新井　信之
（法学部）

６月１４日～８月２日
（1日2回、計15回）

金
18：00～19：30
19：40～21：10

10

経営管理論 専門教育
塩谷　剛

（経済学部）
４月９日～７月２３日

（計15回）
火 16:20～17:50 11

経済学入門A（夜間主コース） 専門教育
福村　晃一

（経済学部）
４月９日～６月４日
（1日2回、計15回）

火
18：00～19：30
19：40～21：10

12

経済学入門B（夜間主コース） 専門教育
沖　公祐

（経済学部）
６月１７日～８月５日
（1日2回、計15回）

月
18：00～19：30
19：40～21：10

13

(特)経営財務論（夜間主コース） 専門教育
嘉本　慎介

（経済学部）
６月１３日～８月１日
（1日2回、計15回）

木
18：00～19：30
19：40～21：10

14

【公開授業科目（第1学期）】

（注1）　香川大学の教育は、特定の専門分野に限定されない幅広い知識・能力を養う「教養教育（全学共通科目）」
          と、専門職業人を養成するための「専門教育（学部開設科目）」によって構成されています。
　　 　　 １年次の間は教養教育を中心に、２年次以降は専門教育を中心に学びます。

（注2）　授業スケジュール編成の都合上、一部の授業においては、通常とは異なる曜日に開講したり、休講になったり
          することがあります。
　　　　　詳細は、15～16ページの「２０１９年度行事予定表」をご参照ください。
　　　　　（昼間と夜間主コースで授業スケジュールが異なります。お間違えのないようにお願いします。）

【第２学期の公開授業（予定）】
・ 平和学（専門/法学部）
・ 財政学（専門/経済学部）

このほか、教養教育も充実してます！
また、夏の数日だけで行う「体験授業」もあります。

大学の授業には、いろんな「気づき」があるよ。
その「気づき」を高校に持ち帰ってみよう。
高校の授業の見方も変わってくるはず！

大学生との交流も良い刺激になるよ！



授業科目名 
 
戦後の日本経済－戦後復興から東欧・ソ

連の崩壊まで 

20世紀日本の繁栄  

Japanese Economy after WW II:  

Japan's Prosperity in 20th Century 

時間割 
 

４月１５日(月)～６月１０日(月) 

 

毎週月曜日 １６時２０分～１７時５０分(計８回) 

 

５月６日（月）は振替休日ですが授業があります。 

 

初回はガイダンスを行いますので、開始２０分前に大学会館２階にお

越しください。 

担当教員名 
 岡田 徹太郎 

学習時間   講義90分 × 8回 ＋ 自学自習 

授業の概要 
【キーワード】経済成長 

 日本経済の現状を理解するためには、そこへ至った歴史・変遷を知ることが重要である。戦後の日本経済はなぜに

高い経済成長を成し遂げたのか、戦後における国際関係、とくに日米関係は、戦後経済にどのように作用したのか学

修する。 

 

授業の目的 
 本講義は、戦後日本経済の発展とその変遷について、産業・政府の役割・国際関係など複合的な視点から把握する

ことを目的とし、上述の疑問に対する回答を、学生諸君が、自ら説明できるようになることを目標とする（共通教育

スタンダードの「21世紀社会の諸課題に対する探求能力」に対応）。 

 

到達目標 

１．戦後の日本経済が高度成長を成し遂げた理由を説明できる。 

２．日本経済が石油危機の影響を軽微に乗り越えた経緯を説明できる。 

３．東欧・ソ連の崩壊が日本経済に与えた影響を説明できる。 

授業計画並びに授業及び学習の方法 

【授業の方法】 

 

 板書筆記・口述筆記による。 

 

【授業計画】 

 

(1) イントロダクション 

(2) 日本経済は今 

(3) 敗戦からの復興 

(4) 飛躍的な高度成長 

(5) ニクソンショックとオイルショック 

(6) スタグフレーションの時代 

(7) 経済大国と経済成長のコスト 

(8) 東欧・ソ連の崩壊と日本経済 

 

【自学自習に関するアドバイス】 

 

 講義毎にレポートを課すので、授業（レクチャーとグループワーク）を振り返り、復習し、まとめ・疑問・感想な

どを取り纏めて提出すること。 

 

教科書・参考書等 
教科書： 指定しない。適宜、講義プリントを配布する。 

 

履修上の注意・担当教員からのメッセージ 
スマートフォン・携帯電話の使用を禁止する。違反した者は、違反1回につき 終成績から20点減点する。 

レクチャー中は静粛に。私語についての注意を受けた者は、注意1回につき 終成績から10点減点する。 

グループワークは活発に。グループワークに積極的に参加し認められたた者は、認証1回につき10点加点する。 
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授業科目名      
 
戦後の日本経済－バブル発生から平成の

終わりまで 

21世紀日本の低迷  

Japanese Economy after WW II:  

Japan's Sluggishness in 21st Century

時間割 
 

６月１７日(月)～８月５日(月) 

 

毎週月曜日 １６時２０分～１７時５０分(計８回) 

 

７月１５日（月）は祝日ですが授業があります。 

 

初回はガイダンスを行いますので、開始２０分前に大学会館２階にお

越しください。 

担当教員名 
 岡田 徹太郎 

学習時間  講義90分 × 8回 ＋ 自学自習 

授業の概要 
【キーワード】経済成長 

 日本経済の現状を理解するためには、そこへ至った歴史・変遷を知ることが重要である。日本経済が、1990年代以

降に、なぜ「失われた20年」と呼ばれるほど、低成長（マイナス成長）に落ち込み低迷したのか。再生のための政府

による政策（規制や財政）はどうあるべきか学修する。 

 

授業の目的 
 本講義は、戦後日本経済の発展とその変遷について、産業・政府の役割・国際関係など複合的な視点から把握する

ことを目的とし、上述の疑問に対する回答を、学生諸君が、自ら説明できるようになることを目標とする（共通教育

スタンダードの「21世紀社会の諸課題に対する探求能力」に対応）。 

 

到達目標 

１．バブル経済の発生と崩壊の過程について説明できる。 

２．「失われた20年」からの脱出の方策について提案できる。 

 

授業計画並びに授業及び学習の方法 

【授業計画】 

 

(1) イントロダクション 

(2) 経済成長のコスト 

(3) バブルの発生 

(4) バブルの崩壊 

(5)「失われた20年」とは何か 

(6) 負の遺産を乗り越える 

(7) 日本経済を支える新たな需要 

(8) まとめ 

 

【自学自習に関するアドバイス】 

 

 講義毎にレポートを課すので、授業（レクチャーとグループワーク）を振り返り、復習し、まとめ・疑問・感想な

どを取り纏めて提出すること。 

 

教科書・参考書等 
教科書： 指定しない。適宜、講義プリントを配布する。 

 

履修上の注意・担当教員からのメッセージ 
スマートフォン・携帯電話の使用を禁止する。違反した者は、違反1回につき 終成績から20点減点する。 

レクチャー中は静粛に。私語についての注意を受けた者は、注意1回につき 終成績から10点減点する。 

グループワークは活発に。グループワークに積極的に参加し認められた者は、認証1回につき10点加点する。 
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授業科目名   
 
情報数学の基礎 

Fundamentals of Information 

Mathematics 

情報数学の基礎1 (Fundamentals of 

Information Mathematics) 

 

時間割 
 

４月１１日(木)～６月６日(木) 

 

毎週木曜日 １６時２０分～１７時５０分(計８回) 

 

初回はガイダンスを行いますので、開始２０分前に大学会館２階にお

越しください。 

担当教員名 
 堀川 洋 

 

学習時間  講義90分 × 7回 ＋ 講義45分 × 1回 ＋ 自学自習 

授業の概要 
【キーワード】情報数学(離散数学) 

 

情報数学はコンピュータサイエンス(計算機科学)および情報科学のための数学であり、離散数学ともいわれる。本授

業では、情報数学におけるいくつかの代表的な事柄についてトピックス的に取り上げて分かりやすく説明する。また、

毎回演習問題を解くことによって理解を深める。基礎的な内容であるので高校数学での関数や微積分等の知識はほと

んど必要としないが、論理的思考能力は必要とする。 

 

授業の目的 
授業計画に挙げた各項目：2進数と16進数、情報の表現、命題論理、組合せ論理回路、グラフと行列、 短路、場合

の数について理解する（共通教育スタンダード「21世紀社会の諸課題に対する探求能力」に対応）ことを目的･達成

目標とする。 

 

到達目標 

2進数と16進数、情報の表現、命題論理、組合せ論理回路、グラフと行列、 短路、場合の数についての基礎的な問

題が解ける。 

授業計画並びに授業及び学習の方法 

【授業の方法】 

授業計画に挙げた内容について説明を行った後、演習問題を解いてもらう。そして、毎回それをレポートとして提出

してもらう。各回で学んだ内容については自学自習によりきちんと整理し参考書などを参照して理解を深めること。

 

【授業計画】 

(1) 2進数と16進数 

(2) 情報の表現 

(3) 命題論理 

(4) 組合せ論理回路 

(5) グラフと行列 

(6) 短路 

(7) 場合の数 

(8) 授業のまとめ＋試験 

 

教科書・参考書等 
特に指定しない。 

｢情報数学｣、｢離散数学｣をキーワードとして検索してみると良い。図書館に数多くの参考書がある。 

 

履修上の注意・担当教員からのメッセージ 
「授業の内容は、平成３０年度以前開講の「情報数学の基礎 （その１）」と同じ内容であるため、平成３０年度以

前に当該科目の単位を取得した学生は本授業を受講できません。 
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授業科目名 
書物との出会い-学問することの喜びハ 

Discovering the Joy of Learning through 

Reading 

視ることと読むこと 

watching and reading 

時間割 
 
４月１５日(月)～７月２９日(月) 

 

毎週月曜日 １６時２０分～１７時５０分(計１５回) 

 

５月６日（月）は振替休日ですが授業があります。 

７月１５日（月）は祝日ですが授業があります。 

 

初回はガイダンスを行いますので、開始２０分前に大学会館２階にお

越しください。 

担当教員名 
佐藤  慶太, 葛城 浩一, ウィリアムズ

厚子, 小坂 有資, 武重 雅文, 中谷 博

幸 

学習時間  講義90分×15回＋自学自習 

授業の概要 
すぐれた書物は、今まで知らなかったものの見方や、新しい世界を私たちに示してくれます。この時の驚きや感激が

学問の原点です。「書物との出会い」では、そのような経験をし、学問的見方のおもしろさの一端に触れ、読書によ

る探求になじむことを目的としています。 

 この授業は、「視ることと読むこと」をテーマとします。映像や絵画、漫画と関係する書物を読み解くことを通じ

て「視ること」と「読むこと」それぞれの新たな魅力を皆さんと一緒に探っていきます。 

授業の目的 
人文・社会科学に関わる書物やその背景となっている学問と出会い、それらが提示する知的世界の拡がりや深さに触

れると共に、いくつかの学問的なものの見方やアプローチの仕方を理解する（共通教育スタンダードの「広範な人文・

社会・自然に関する知識」に対応）。また、それらの経験を通して知的読書を習慣とするきっかけをつかむ。 

到達目標 

1．改めて書物と出会い、その経験について述べられる。 

2．書物の読解を通じて、様々なものの見方、探求の仕方を学び、実際にそれらを活用できるようになる。 

3. 知的読書を習慣とするための第一歩として、課題図書を通読し、それについて自分の考えをまとめることができ

る。 

授業計画並びに授業及び学習の方法 
【授業計画】 
第1週 オリエンテーション 
第2週 メディアとしての映像と書物① 理論編（武重雅文） 
第3週 メディアとしての映像と書物② 応用編（武重雅文） 
第4週 特撮ヒーロー作品を読み解く①基礎編（葛城浩一） 
第5週 特撮ヒーロー作品を読み解く②応用編（葛城浩一） 
第6週 はじめてのマンガ学① マンガはなぜ「有害」と見なされるのか（佐藤慶太） 
第7週 はじめてのマンガ学② マンガ固有の表現とはなにか（佐藤慶太） 
第8週 前半まとめ 
第9週 スヌーピーに学ぶ ポジティブ イングリッシュ① 言葉の魅力（ウィリアムズ厚子） 
第10週  スヌーピーに学ぶ ポジティブ イングリッシュ② 『PEANUTS』 から読み取れる哲学（ウィリアムズ厚子）
第11週 理想主義の悪魔性①―ブリューゲル『バベルの塔』を読み解く（中谷博幸） 
第12週 理想主義の悪魔性②―ゲーテ『ファウスト』を読み解く（中谷博幸） 
第13週 アートと地域社会① 「瀬戸内国際芸術祭」を知る（小坂有資） 
第14週 アートと地域社会② 「地域アート」を分析する（小坂有資） 
第15週 後半まとめ 
 
第一週のオリエンテーションのあと、１人の教員が ２回ずつ授業を担当します。計６回授業が終わった時点で、前
半のまとめとして、担当教員に３人が学生からの質問に対応する時間を取ります（第８週）。第９週以降も、ほぼ同
様の流れで進みます。また、この授業は１５回で完結するものではなく、授業終了後から９月３０日までの間に、課
題図書を１冊以上読み、それについてのレポートを提出する必要があります。希望すれば、レポートに対して教員か
らのコメントをもらうことができます。知的読書の習慣をつくるきっかけをつかんでください。 
 
【自学自習のためのアドバイス】 
 この授業は知的読書を習慣とするきっかけをつかむことを目的の一つとしているので、授業で紹介された書物を授
業時間外に積極的に読むようにしてください。その読書をもとに、前半終了時レポート・後半終了時レポートと課題
図書レポートを作成する必要があります。また、それらとは別に、事前・事後学習の課題を出す授業担当者もいます
ので、授業中の指示を聞き漏らさないようにしてください。 

教科書・参考書等 
教員が授業中に書物を紹介します。紹介図書の内容については、リーディングリストに掲載されます。利用の仕方に

ついては、『修学案内』に掲載されているリーディングリストの説明を参考にしてください。 

履修上の注意・担当教員からのメッセージ 
複数教員によるリレー形式の授業です。全教員の授業に出席することが評価の前提となります。 

受講者は100名を限度とします。なお、さらなる学習を望む人は課題図書のレポートを２つ以上提出し、担当教員か

らの指導を受けることができます（ただし、成績評価の対象にはなりません）。また、香川大学図書館所蔵の貴重図

書をテーマとした講演会を授業外に開催します。ぜひ参加してください。 
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授業科目名      
グローバル時代の法と国際人権 

「外国人の人権」「国籍」「国際移動の自

由」「国際人権」 

Alien's Human Rights, Nationality, the 

Right of Free Movement and International 

Human Rights 

時間割 
 
４月１５日(月)～６月１０日(月) 

 

毎週月曜日 １８時００分～１９時３０分 

      １９時４０分～２１時１０分（１日２回、計１５回） 

 

５月６日（月）は振替休日ですが授業があります。 

 

初回はガイダンスを行いますので、開始２０分前に大学会館２階にお

越しください。 

担当教員名 
 新井 信之 

学習時間  講義90分 × 16回 ＋ 自学自習 

授業の概要 
本講義は、グローバル時代における法的諸問題について、人類の普遍的かつ共通のルールである「人権」の視点から

考えていきます。国際社会は、各主権国家が構成員となって成り立っていますが、今日では国家の枠（国境）を越え

て、個人がさまざまな理由で国際移動・居住を行なっています。そこでは、当該国家との間で多くの人権問題が発生

し、国際的にも国内的にも適正な解決が求められています。前半部分では、外国人の人権と国籍について、後半部分

では、人の移動の自由と国際人権の保障システムについて、教科書や視聴覚教材等を活用して授業を進めていきます。

授業の目的 
本講義は、これからのグローバル時代を生きていく自由で独立した個人が他者とともに現代社会で共生するために必

要な国際的および国内的な人権保障のルールについて、日本国憲法および国際人権法を視点として基本的な知識と思

考方法を習得する（共通教育スタンダードの「広範な人文・社会・自然に関する知識」に対応）ことを目的とします。

到達目標 

１.国際的および国内的な人権保障のあり方について、基本的な知識を習得することができる。 

２.国際人権についての問題を発見し、自ら解決するための法的思考能力を習得することができる。 

３.法的およびグローバル（国際的）な視点から現代国家と社会を幅広くリテラシー（読み解く）することができる。

授業計画並びに授業及び学習の方法 

【授業の方法】本講義は、グローバル時代における国際人権の保障について、どのように法的ルールが適用されてそ

の解決が図られているかを理解するために、ビデオ教材等を活用するメディア・リテラシーの教育手法をとりいれて、

私たちの身近な問題としての認識能力を高めていく。 

 

【授業計画】 

  第１回 憲法と国籍制度（１）：国籍の現代的意味 

 第２回 憲法と国籍制度（２）：血統主義と生地主義 

 第３回 憲法と国籍制度（３）：子どもの基本的権利としての国籍取得と継承 

 第４回 外国人の人権（１）：国民と外国人 

 第５回 外国人の人権（２）：外国人の人権享有主体性 

 第６回 外国人の人権（３）：外国人の権利保障の状況 

 第７回 外国人の人権（４）：国際家族の誕生と家族生活を営む権利 

 第８回 国際移動・居住の自由（１）：海外渡航の自由の現代的意味 

 第９回 国際移動・居住の自由（２）：海外渡航の法制度 

 第10回 国際移動・居住の自由（３）：移民と難民 

 第11回 国際人権の保障システム（１）：国際法と国内法 

 第12回 国際人権の保障システム（２）：難民条約 

 第13回 国際人権の保障システム（３）：女子差別撤廃条約 

 第14回 国際人権の保障システム（４）：児童の権利条約 

 第15回 期末試験 

 

【自学自習に関するアドバイス】 

 【自学自習に関するアドバイス】 

 １．毎回授業のまとめとして実施する小テストの設問について、教科書等を参考にして引き続き自らの考えを発展

させ、次回の授業に臨むこと。（授業の初めに「国際人権フォーラム」として受講者の意見を紹介するので、そこで

の議論に参加できるようにしておくこと。） 

 ２．自らが授業で発見した国際人権の問題について、自由研究レポートを作成・提出してもよい。 

 ３．裁判所見学（裁判の傍聴）等を各自で実施し、その内容をまとめて自由研究レポートとして提出してもよい。

教科書・参考書等 
教科書：新井信之著『日本国憲法から考える現代社会・１５講―グローバル時代の平和憲法』（有信堂、2015年） 

履修上の注意・担当教員からのメッセージ 
法学の勉強は、法とは何かに始まって、法とは何かに終わります。授業は、単なる知識の伝達ではなく、自ら考え、

自ら答えを導いていける大学としてのアカデミックな場になるよう学生諸君の積極的な参加を求めます。 
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授業科目名 
 
歌唱法基礎Ａ 

Fundamentals of Vocal A 

時間割 
 
４月１１日(木)～７月２５日(木) 

 

毎週木曜日 １６時２０分～１７時５０分(計１５回) 

 

初回はガイダンスを行いますので、開始２０分前に大学会館２階にお

越しください。 

 

担当教員名 
 若井 健司 

学習時間  講義・演習・実技×１５回＋自学実習 

授業の概要 
 歌唱指導に必要な正しい発声の基礎を理解し、各自の自然な声を見い出させるために、声を使った多種多様な表現

を実践する。日本語の発音を再認識し、美しい母音が必要な基礎的イタリア歌曲を中心に歌唱体験を進めていく。 

 さらに教材として、身近な郷土に伝わる日本民謡・わらべうた等を取り上げ、日本古来の旋法になじませながら、

その歌唱表現についての実践研究を行う。 

 

授業の目的 
①初等教育に必要な声を使った表現、歌唱指導に必要な基礎的発声・歌唱技術を習得する。 

②身近な環境から生まれ、伝わってきた日本古来からの歌を再認識し、伝統的な音楽の歌唱表現を学ぶ。 

③言葉による表現を多彩に使用できるようにし、声を使ったコミュニケーション術を学ぶ。 

 

到達目標 

１，初等教育の教師として、必要な声量を身につけるようにしよう。 

２，歌唱教材を自信を持って歌唱できるようにしよう。 

３，伝統的な音楽の唱法を身につけよう。 

授業計画並びに授業及び学習の方法 

 

実技練習を加えた演習形式 

(1)オリエンテーション  

(2)言葉と音楽の結合① 

(3)言葉と音楽の結合②  

(4)呼吸法①  

(5)呼吸法② 

(6)朗読劇①  

(7)朗読劇②  

(8)朗読劇③  

(9)歌唱の実践①  

(10)歌唱の実践② 

(11)歌唱の実践③ 

(12)イタリア歌曲の実践① 

(13)イタリア歌曲の実践② 

(14)イタリア歌曲の実践③ 

(15)授業のまとめ 

(16)定期試験 

 

教科書・参考書等 
テキストをこちらで用意します。 

必要に応じて、指示する。 

 

履修上の注意・担当教員からのメッセージ 
ＡとＢは、必ず同一年度に連続して履修すること。２年生及び１年生履修可能 
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授業科目名  
 
民法入門 

Introduction to Civil Law 

時間割 
 
４月９日(火)～７月２３日(火) 

 

毎週火曜日 １６時２０分～１７時５０分(計１５回) 

 

初回はガイダンスを行いますので、開始２０分前に大学会館２階にお

越しください。 

 

担当教員名 
 吉原 知志 

学習時間  講義９０分×１５回＋自習 

授業の概要 
民法は、法学部に入学した学生ならば必ず学ぶことになる科目である。それは、民法が重要な法分野だからである。

なぜ重要か。民法は契約や結婚などの制度を筆頭として実社会で必ず接する法であり、商法や労働法など多くの法領

域を学んでいく上で不可欠の基盤となるからである。本講義では、民法の代表的なトピックを通じて、民法が何を定

めた法であり、どのような問題をどんな方法で解決する分野であるのかを学ぶ。 

 

授業の目的 
民法がどのような分野であって、実社会の中で果たす役割がどのようなものか、また、他の法領域とどのような関係

に立つかを理解する。このことを通じて法学部で勉強をするイメージを養うことも目的とする。 

 

到達目標 

①法体系の中で民法がどのような法分野であるのかを理解する。 

②民法の基礎的語彙をできるかぎり多く使えるようになる。 

③事案に対して法規範を適用して解決する姿勢を身に付ける。 

授業計画並びに授業及び学習の方法 

下記は予定であり、進行次第で組み替えることがある。 

 

第１回 ガイダンス・民法の体系 

第２回 法体系の中の民法①：公法と私法 

第３回 法体系の中の民法②：刑事法と民事法 

第４回 民法総則 ― フィクションとしての「人」 

第５回 不法行為法 ― 過失責任主義の限界 

第６回 法体系の中の民法③：特別法と一般法 

第７回 契約法① ― 契約自由とその制約 

第８回 契約法② ― 学説継受から民法改正へ 

第９回 法体系の中の民法④：物権と債権 

第１０回 物権法 ― 所有権の二重譲渡？ 

第１１回 法体系の中の民法⑤：民事訴訟と民事執行 

第１２回 債権総論・担保物権法 ― 金融回収法 

第１３回 法体系の中の民法⑥：実体法と訴訟法 

第１４回 親族法 ― 親子関係不存在確認訴訟 

第１５回 相続法 ― 親の死亡時に親の預金はどうなるのか 

 

教科書・参考書等 
授業では直接参照しないが、我妻栄＝良永和隆『民法［第10版］』（勁草書房、2018年）を教科書とする。初回に紹介

する他の教科書に代えてもよい。 

 

履修上の注意・担当教員からのメッセージ 
・講義には紙の六法を必ず持参すること！ スマホの画面では力が付きません！ 

・講義の際に配布する資料は教員の個人HPにもアップロードします。資料を取りそびれた者は教員の個人HPから取得

すること。 
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授業科目名      
 
刑事法入門 

Introduction to Criminal Law, Criminal 

Procedure Law, Criminal Policy and 

Victimology 

時間割 
 
４月１５日(月)～７月２９日(月) 

 

毎週月曜日 １６時２０分～１７時５０分(計１５回) 

 

５月６日（月）は振替休日ですが授業があります。 

７月１５日（月）は祝日ですが授業があります。 

 

初回はガイダンスを行いますので、開始２０分前に大学会館２階にお

越しください。 

担当教員名 
 平野 美紀 

学習時間  講義90分 × 15回 ＋ 自学自習 

授業の概要 
毎日たくさんの犯罪事件が報道されています。みなさんの周囲にももしかすると犯罪事件が起きているかもしれませ

ん。また裁判員制度も開始され、犯罪事件や裁判をより身近に感じ、そして刑事司法に変革が求められる時代です。

この授業では、2年次以降に学ぶ刑法総論・各論・刑事訴訟法の枠組みを作る基礎的な知識を身につけたうえで、2

年次以降では扱われることが少ない犯罪者の処遇や社会復帰、被害者にかかわる法制度を中心に学びます。具体的に

は刑事施設収容法、更生保護法、少年法、被害者保護法などの法律とその運用です。 

 

授業の目的 
次の４点を目標とします 

①刑事法にかかわる法律の基礎を習得する。 

②刑事司法の仕組みを理解する。 

③犯罪者処遇や被害者支援の法制度を学ぶ。 

④現代社会における刑事司法の課題について関心を深める。 

 

到達目標 

①刑事法にかかわる法律と刑事司法の仕組みについて、説明できる。 

②犯罪者処遇や被害者支援の法制度について、説明できる。 

③現代社会における刑事司法の課題について自分の考えを説明できる。 

授業計画並びに授業及び学習の方法 

【授業の方法】 

教科書・レジュメに基づいた講義形式で行います。ゲストスピーカーによる講義も予定していますが、ゲストスピー

カーの日程調整のため、順序は変更の可能性があります。 

 

【授業計画】 

(1) ガイダンス：刑事法とはなにか  

(2) 犯罪と刑罰について① 

(3) 犯罪と刑罰について② 

(4) 犯罪論の基礎（構成要件・違法性・責任）① 

(5) 犯罪論の基礎（構成要件・違法性・責任）② 

(6) 【小テスト① 範囲は(1)-(5)】 

(7) 講演会①：実務家による現代刑事司法の課題【課題レポート対象】 

(8) 講演会②：実務家による現代刑事司法の課題【課題レポート対象】  

(9) 被害者支援制度 

(10)講演会③：犯罪被害者の方による犯罪被害者支援について【課題レポート対象】 

(11) 犯罪者の処遇①施設内処遇  

(12）犯罪者の処遇②社会内処遇 

(13) 成人犯罪者以外の処遇・触法精神障害者 

(14) 家庭内の犯罪と被害①（児童虐待、高齢者虐待） 

(15) 家庭内の犯罪と被害②（ＤＶなど） 

 

教科書・参考書等 
教科書：井田良『基礎から学ぶ刑事法（第６版）』有斐閣アルマ 

参考書：『法律学小辞典（第4版補正版）』（有斐閣） 

 

履修上の注意・担当教員からのメッセージ 
日ごろから、新聞等で報道されている犯罪事件や刑事裁判について関心をもっていてもらいたいと思います。 
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授業科目名 
 
政治学入門 

Introduction to Political Economy and 

History 

時間割 
 
４月１２日(金)～７月２６日(金) 

 

毎週金曜日 １６時２０分～１７時５０分(計１５回) 

 

初回はガイダンスを行いますので、開始２０分前に大学会館２階にお

越しください。 

 

担当教員名 
 金子 太郎 

学習時間  講義90分×15回＋自学自習（相当の読書量を必要とする） 

授業の概要 
 現在の日本では様々な自由（信教の自由、思想・信条の自由、報道の自由などなど）が認められていて、不正なく

普通選挙が行われています。この２つの条件を満たしている国を「自由民主主義（リベラル・デモクラシー）」の国

と言います。また、現在の日本は経済活動においては市場経済を基本に経済運営を行っている資本主義体制の国です。

自由民主主義や資本主義は皆さんにとっては空気のように「あって当たり前のもの」かもしれませんが、歴史的、地

理的な広がりを持って世界史を見てみると、全然そうではありません。どういう歴史的経緯で人類がこれらの政治制

度、経済体制を持つようになったかを知ることは非常に重要です。 

 この講義では、近代市民革命（イギリスのピューリタン革命・名誉革命、アメリカ独立革命、フランス革命）の時

代から人類がどのような歴史の経緯を経て、これらの政治制度、経済体制を得ていったかを考えてみましょう。 

 同時に地理的にも広く現在の世界を見てみましょう。世界には自由民主主義、資本主義の国はどれくらいあるでし

ょう？意外と少ないことに気がつくはずです。 

 皆さんが歴史的かつ地理的に視野を広げて政治、経済、歴史、国際政治の問題を考察する視野を持てるようになる

ことがこの講義の目標です。 

 そういう視野を持って、現在の日本が直面している問題についても考えてみましょう。 

授業の目的 
①歴史的かつ地理的に視野を広げて、政治、経済、歴史・国際政治の問題を考察できるようになること。 

②読書の面白さを感じて欲しい。 

到達目標 

①歴史的かつ地理的に視野を広げて、政治、経済、歴史・国際政治の問題をとらえられるようになること。 

②読書の習慣を始めること。 

授業計画並びに授業及び学習の方法 

【授業計画】 

 

第１回 近代以前の統治（強者の支配）と近代市民革命 

第２回 １９世紀 自由主義 

第３回 １９世紀 資本主義経済の発展、帝国主義、社会主義、共産主義、ナショナリズム 

第４回  つづき 

第５回  つづき 

第６回 ２０世紀 戦争と革命の世紀 

第７回 第1次世界大戦 

第８回  つづき 

第９回  戦間期 

第１０回 つづき 

第１１回 第2次世界大戦 

第１２回 日中戦争、アジア・太平洋戦争 

第１３回 つづき 

第１４回 つづき 

第１５回 まとめ 

 

【自学自習のためのアドバイス】 

 

講義中にかなりの数の課題図書を指定するので、読んで欲しい。大学の勉強は「講義を聴いて試験でそれを答案に書

けばいい」という受動的なものだけではない。自ら読書をする習慣を大学１年生の前期から身に付けて欲しい。また、

読書が結構面白いものだということを感じて欲しい。 

教科書・参考書等 
半藤一利『昭和史 1926-1945』（平凡社文庫）は講義中にも読むので必ず購入すること。『昭和史 戦後篇 1945-1989』

もお奨めします。 

履修上の注意・担当教員からのメッセージ 
試験は課題図書を持ち込み可にする予定だが、事前によく読んで、どこに何が書いてあったかを覚えておかないと解

けない問題が出るので、３ヶ月半ほどで課題図書をよく読んでおいて欲しい。読書計画を自分で立てて実行して下さ

い。 
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授業科目名 
 
法学入門(夜間主) 

生命と法 

Life and Law 

時間割 
 
６月１４日(金)～８月２日(金) 

 

毎週金曜日 １８時００分～１９時３０分 

１９時４０分～２１時１０分(１日２回、計１５回) 

 

初回はガイダンスを行いますので、開始２０分前に大学会館２階にお

越しください。 

担当教員名 
 新井 信之 

学習時間  講義90分 × 15回 ＋ 自学自習 

授業の概要 
本講義は、「生命と法」を主たるテーマとして、法とは何かについて考えていきます。法学の勉強は、法とは何かに

始まり、法とは何か終わるといわれます。そのため、人の生命にかかわる「人間人格の尊厳」を至上価値とする日本

国憲法における議論を基本として、教科書や視聴覚教材等を活用して授業を進めていきます。 

 

授業の目的 
本講義は、法を学ぶための基礎的な入門科目として、受講者が自ら問題を発見し、解決のための法的思考方法を習得

することを目的とします。それとともに、人の生命と「人間人格の尊厳」を法的な視点から考える知識と判断能力を

醸成していきます。 

 

到達目標 

１．法的な問題を自ら発見し、解決するための思考方法（リーガル・マインド）を習得することができる。 

２．生命と法について、日本国憲法における議論の内容を理解し、自らの意見を持つことができる。 

３．生命の尊厳にかかわる現代社会の問題を幅広くリテラシー（読み解く）することができる。 

 

授業計画並びに授業及び学習の方法 

【授業の方法】本講義は、現代社会における生命と法についての諸問題について、どのような法的ルールが適用され

てその解決が図られようとしているかを検討するために、ビデオ教材等を積極的に活用するメディア・リテラシーの

教育手法をとりいれて、「人間人格の尊厳」と法のあり方にたいする認識能力を高めていく。 

 

【授業計画】 

 第１回 法とは何か（１）  

 第２回 法とは何か（２） 

 第３回 個人の尊厳と日本国憲法の基本構造（１） 

 第４回 個人の尊厳と日本国憲法の基本構造（２） 

 第５回 幸福追求権としての自己決定権（１） 

 第６回 幸福追求権としての自己決定権（２） 

 第７回 幸福追求権としての自己決定権（３） 

 第８回 女性の権利と胎児の人権（１） 

 第９回 女性の権利と胎児の人権（２） 

 第10回 女性の権利と胎児の人権（３） 

 第11回 死ぬ権利（１） 

 第12回 死ぬ権利（２）  

 第13回 死ぬ権利（３） 

 第14回 死刑制度の合憲性（１）  

 第15回 死刑制度の合憲性（２） 

 

【自学自習に関するアドバイス】 

 １．毎回授業のまとめとして実施する小テストの設問について、教科書等を参考にして引き続き自らの考えをまと

めて、次回の授業に臨むこと。（次回授業の初めに実施する「憲法フォーラム」での議論に参加できるようにしてお

くこと。） 

 ２．自らが授業で発見した法的な問題について、自由研究レポートを作成・提出してもよい。 

 ３．裁判所見学（裁判の傍聴）等を各自で実施し、その内容をまとめて自由研究レポートとして提出してもよい。

 

教科書・参考書等 
新井信之著『日本国憲法から考える現代社会・１５講―グローバル時代の平和憲法』（有信堂、2015年） 

 

履修上の注意・担当教員からのメッセージ 
法学の勉強は、法とは何かに始まって、法とは何かに終わります。授業は、単なる知識の伝達ではなく、自ら考え、

自ら答えを導いていける場になるよう学生諸君の積極的な参加を求めます。 
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授業科目名  
 
経営管理論 

Management and Administration 

経営管理論 

時間割 
 
４月９日(火)～７月２３日(火) 

毎週火曜日 １６時２０分～１７時５０分(計１５回) 

 

初回はガイダンスを行いますので、開始２０分前に大学会館２階にお

越しください。 

 

担当教員名 
 塩谷 剛 

学習時間  講義90分×15回＋自学自習 

授業の概要 
経営管理論は、営利企業に限らず、官庁、学校などの組織における複雑な活動や現象を整理し、深く理解していくた

めの考え方を提供している。経営管理というとビジネスの知識といったイメージを持つかもしれないが、経営管理論

は、企業経営だけではなく、例えば、みなさんが所属している家庭、部活、サークルなどの組織運営やみなさん自身

の意思決定にも応用することができ、ビジネスパーソンのみならず全ての人々にとって有益な学問であると考えられ

る。 

 本講義では、経営管理論とはどのような学問であるか概観し、その基本的な考え方ついて組織と外部環境のマネジ

メントを中心に説明していく。 

 

授業の目的 
本講義では、経営管理論がどのような分野から成り立っているのかを概観し、各分野にお 

ける基礎知識を習得してもらい、より専門的な科目への橋渡しをすることを目的としている。 

 

到達目標 

①経営管理論における各分野の概要を説明できる。 

②経営管理論における各分野の基礎知識について説明できる。 

授業計画並びに授業及び学習の方法 

【授業計画】 

 

第1回：経営管理論とはどのような学問か 

第2回：企業とはどのような存在か 

第3回：マネジメントの誕生 

第4回：組織マネジメントの展開 

第5回：モティベーション論 

第6回：リーダーシップ論 

第7回：組織構造のマネジメント 

第8回：組織文化のマネジメント 

第9回：経営組織の環境適応 

第10回：企業戦略のマネジメント 

第11回：競争戦略のマネジメント 

第12回：イノベーションのマネジメント 

第13回：日本企業における人のマネジメント 

第14回：生産管理とその日本的特徴 

第15回：日本企業の財務管理とコーポレート・ガバナンス 

 

【自学自習に関するアドバイス】 

＜予習＞ 

教科書の該当箇所を読んでおくこと。 

＜復習＞ 

教科書の該当箇所を読んでおくこと。教科書の章末問題(Working、Discussion)に取り組むこと。講義でも章末問題

を一部抜粋し、小レポート課題にする。 

 

教科書・参考書等 
上野恭裕・馬場大治編(2016)『経営管理論』中央経済社 

 

履修上の注意・担当教員からのメッセージ 
当たり前のことですが、私語、携帯電話の使用は厳禁とします。講義で習った理論を教科書、講義資料等で復習し、

身近な経営現象に当てはめてみることを心がけて下さい。 
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授業科目名 
 
経済学入門Ａ 

Introduction to Economics A 

経済学入門A(夜間主) 

 

時間割 
 
４月９日(火)～６月４日(火) 

 

毎週火曜日 １８時００分～１９時３０分 

      １９時４０分～２１時１０分(１日２回、計１５回) 

 

初回はガイダンスを行いますので、開始２０分前に大学会館２階にお

越しください。 

 

担当教員名 
 福村 晃一 

学習時間  講義90分×15回+予習・復習などの自学自習 

授業の概要 
経済学の基礎のひとつであるミクロ経済学の基礎について学習する。この科目と経済学入門B(マクロ経済学)は経済

学の基礎を習得することを目的としている。ミクロ経済学は、経済活動を行う個々の意思決定の主体に焦点を当てて

いる。それらの経済活動がもたらす相互作用は、市場を通じたものとそうでないものに大別される。そのため、まず

は市場を通じた分析やそれに関係する概念を学習する。その後、それらの様々な応用例や、市場を通さない相互作用

について学習する。 

 

授業の目的 
経済学部の授業の基礎となる、ミクロ経済学に関する基礎的な知識や考え方を習得することを目的としている。(DP

の知識・理解／広範な人文・社会・自然に関する知識と対応) 

 

到達目標 

1. 経済学で用いられている概念を理解し、説明できるようにする。 

2. 経済学を活用して整備された様々な制度などに関する知識を習得し、現実の経済活動に関する様々な事柄を、経

済学の観点から考えられるようにする。 

 

授業計画並びに授業及び学習の方法 

以下の授業計画に基づいて板書とスライドを基本とした講義を行う。講義前にスライドを配布する予定なので、活用

してください。なお、実際の授業の進捗状況によっては以下の計画が変更される場合があるが、その際は周知する。

 

【授業計画】 

1. 講義の概要説明、経済学のイントロダクション 

2. 需要 

3. 供給 

4. 企業の生産活動 

5. 市場均衡の分析 

6. 規制・政策の市場への影響の分析 

7. 社会厚生（余剰分析） 

8. 社会厚生（課税の影響） 

9. 独占 

10. 寡占・ゲーム理論 

11. 貿易 

12. 労働市場 

13. 公共財 

14. 様々な社会の指標・政策 

15. まとめ 

 

【自学自習について】 

適宜練習問題をスライドなどで示すので、式展開や結果の解釈、専門用語の定義などを独力で説明できるようにする

こと。また、講義の途中で小テストを行うので、知識・考え方を着実に身につける毎回の復習が重要である。面倒が

らずに、自分で手を動かして確認することが定着につながります。 

 

教科書・参考書等 
講義資料をもとに講義を行うため、教科書は購入する必要はない。ただし、講義内容は 

「マンキュー経済学ミクロ編(第3版)」、N. グレゴリー・マンキュー、足立英之ほか訳、東洋経済新報社、2013年(4000

円+税)をもとにしているので、必要であれば購入すること。 

 

履修上の注意・担当教員からのメッセージ 
一度休むと、ついてこられなくなる可能性があるので、休まないようにしましょう。 
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授業科目名      
 
経済学入門Ｂ 

Introduction to Economics B 

時間割 
 

６月１７日(月)～８月５日(月) 

 

毎週月曜日 １８時００分～１９時３０分 

      １９時４０分～２１時１０分(１日２回、計１５回) 

 

７月１５日（月）は祝日ですが授業があります。 

 

初回はガイダンスを行いますので、開始２０分前に大学会館２階にお

越しください。 

担当教員名 
 沖 公祐 

学習時間  講義90分 × 15回 ＋ 自学自習 

授業の概要 
政治経済学（マルクス経済学）の方法に基づき、資本主義の原理についての基礎的な講義を行なう。資本主義とは、

市場を中心とした経済システムである。このような経済システムは普遍的なものではなく、資本主義以前には、市場

は社会の付属物にすぎなかった。資本主義は、歴史上のある時点に成立した特殊な経済システムなのである。たとえ

ば、店頭に並んでいる商品や財布のなかの貨幣は、一見すると、当たり前のありふれたものに見える。しかし、資本

主義を特殊歴史的なシステムとして捉えるならば、決して自明のものでないことが分かってくる。この講義では、商

品、貨幣、資本などの資本主義の諸要素を当然の前提とするのではなく、「なぜ商品には価格がつくのか」、「市場に

貨幣が存在する理由は何か」、「資本はどのようにして利潤をあげることができるのか」といった一見単純だが、決し

て簡単ではない問題についてじっくりと考えていく。 

 

授業の目的 
政治経済学（マルクス経済学）の基本的な考え方を身につけ、現実経済を理解するための理論的素地を作り上げる。

 

到達目標 

・政治経済学の方法と基本的概念を説明することができる。 

・剰余価値の発生メカニズムを論理的に述べることができる。 

・資本主義的市場における価格決定メカニズムを説明することができる。 

授業計画並びに授業及び学習の方法 

【授業の方法】 

板書および口述筆記による。 

 

【授業計画】 

0.イントロダクション（2回） 

1.商品とは何か（1回） 

2.貨幣の機能（2回） 

3.資本の形式（1回） 

4.労働と生産（2回） 

5.剰余価値の生産（2回） 

6.資本主義的生産方法（1回） 

7.資本の蓄積（2回） 

8.利潤（2回） 

期末試験 

 

【自学自習について】 

ハンドアウトおよび自筆ノートに基づく復習が基本となる。 

 

教科書・参考書等 
教科書は使用せず、ハンドアウトを使用する。 

 

履修上の注意・担当教員からのメッセージ 
本年度の経済学入門Ｂでは、政治経済学（マルクス経済学）を扱い、いわゆるマクロ経済学は扱わない。マクロ経済

学の学習を希望する学生は、来年度以降の経済学入門Ｂを履修されたい。 
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授業科目名     
 
（特）経営財務論 

Special Lecture 

時間割 
 
６月１３日(木)～８月１日(木) 

 

毎週木曜日 １８時００分～１９時３０分 

      １９時４０分～２１時１０分(１日２回、計１５回) 

 

初回はガイダンスを行いますので、開始２０分前に大学会館２階にお

越しください。 

担当教員名 
 嘉本  慎介 

学習時間  講義90分 × 15回 ＋ 自学自習 

授業の概要 
 企業は、生産活動の継続・成長を通じて企業価値を高めることを目的として，既存事業の拡大や新規事業の開拓な

どの事業投資を行う。また、事業投資を実施するために、株式や社債などの証券を発行して市場の投資家から資金を

調達する。そして、投資によって創出される価値を、配当・利子といったかたちで資金の出資した投資家に分配する。

これらの企業の経営財務に関する活動は企業価値の向上と企業の持続的な成長に不可欠である。 

 経営財務論では、これらの経営財務活動の中でも、投資の意思決定に関する理論・株式や負債による資金調達や資

本構成に関する理論・企業の買収と合併の問題について講義を行う。 

授業の目的 
現代企業の財務活動において重要な役割を担う投資・資本構成・配当の意思決定について、理論的な考え方への理解

を養成する。 

到達目標 

経営財務論における企業の財務活動に関する考え方を理解できる。 

経営財務論における企業の財務活動に関する考え方を応用し、企業の財務活動に関する諸問題について課題を探求す

ることができる。 

授業計画並びに授業及び学習の方法 

【授業の方法】 

パワーポイントを使用して、その内容を板書してもらう形式で講義をする。講義中に演習問題を解いてもらうことが

ある。 

 

【授業計画】 

第1―2回目 企業の財務活動 

第3-6回目 投資プロジェクトの価値評価と投資の意思決定 

第7-8回目 資金調達の方法と金融市場との関係 

第9-10回目 資金調達と企業の価値 

第11－12回目 資本構成の基礎理論 

第13-14回目 株式と負債のエージェンシー・コスト   

第14－15回目 企業の買収と合併  

 

注）授業計画は、進捗状況および受講者の理解度に応じて変更される可能性がある。  

 

【自主学習のアドバイス】 

自主学習の一例として『コーポレートファイナンスの原理第9版』 2012年 大野薫（訳）の以下の章を読むことと練

習問題に取り組むことを勧める。 

 

第2回目 第1章 

第3-6回目 第4章 

第7-8回目 第15・20章 

第9-10回目 第14・15章 

第11－12回目 第16章 

第13－14回目 第17章 

第14－15回目 第29章 

教科書・参考書等 
参考書 

『コーポレートファイナンスの原理第9版』 大野薫（訳） 

『コーポレートファイナンス入門編第2版』 久保田敬一他（訳） 

『コーポレートファイナンス第10版（上）・（下）』藤井真理子・国枝繁樹（訳） 

履修上の注意・担当教員からのメッセージ 
講義中に電卓を使用するので用意しておくこと。 

授業中の私語等の迷惑行為には厳しく対処する。 
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高校生を対象とした公開授業及び体験授業に係る受講生・保護者連絡先 

 

 

 

受 講 生 氏 名            

 

 

受 講 生 電 話 番 号            

 

 

受講生メールアドレス

 

 

保 護 者 氏 名            

 

 

保 護 者 連 絡 先            

 

 

 

香川大学から受講決定の通知がありましたら、受講初日にこの用紙と受講料をお持ちく

ださい。（公開授業は１科目につき、「15 及び 16 回の授業は 2,300 円」、「8 回の授業

は 1,800 円」。体験授業は無料。） 

なお、上記の個人情報は、香川大学が高校生対象公開授業及び体験授業の実施に当たり

必要な範囲において利用させていただきます。それ以外の目的に利用することはありませ

ん。 
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