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Principles of Macroeconomics

Macroeconomics is concerned with the economic activities of an entire country/region.

In particular, we will learn the fundamental working of our industrial, capitalist economy with a sophisticated financial system.

The topics to be covered are unemployment, cyclical fluctuations, deflation and inflation.

We will investigate the causes and effects of these macroeconomic phenomena and seek for their remedies.

経済数学入門A

中学校・高等学校で学んだ数学の復習とその範囲内での経済学への実用例・適用例を紹介する。

教員は講義の中で、ユーザーとしての観点から数学の解説をする。学生は数学を用いて経済学を説明することに力点を置く。

具体的には，関数とグラフについてから始める。１次関数は直線で表わされるが、２本の直線の交点は連立１次方程式の解として与えられることは周知であると思われるが、こう

した復習から始める。

そしてこれが経済学において需要と供給が一致するところで、均衡価格と取引量が決まるという話に対応することや、価格以外の要因が変化したときに需要曲線や供給曲線がシ

フトすることを、学生は理解するだろう。

経済数学入門B

まず高校数学の復習からスタートし、基本的な概念を思い出してもらいます。

そのうえで、ミクロ経済学やマクロ経済学などの経済理論を学習するために必要最低限の数学的知識を身につけることを目的とします。

この講義は入門という位置づけにありますが、経済学で登場する諸概念を数式を用いて表現することに焦点を当てます。

ファイナンス論
2008年のリーマンショックに見られるように、金融（ファイナンス）が世界経済に与える影響は大きなものとなっています。

ファイナンス論では、オプションや先物などデリバティブ取引に代表されるように、目まぐるしく変化する金融市場を理解する上で不可欠な基礎知識や理論を学びます。

演習Ⅲ

戦略論的視点からの「チームによる企業への提案活動」を個人で実施することを通じて、社会人基礎力ならびにアカデミーリテラシーの向上を目指します。

フィールドサーベイと同時並行で既存の理論や論文のサーベイを行なった上で、仮説の設定を行います。

仮説の懸賞にあたっては、各人がインタビュー調査やアンケート調査等を行い、最終的な成果をまとめることを目指します。

Global Business Communication Ⅰ

The contents of this course will provide students with opportunities to develop a broader understanding of how business is conducted at an

international level. Students will gain a better appreciation for intercultural aspects of business transactions while improving their

communication, listening, reading, writing, and presentation skills. Topics range from cultural diversity and socializing to presentations,

meetings, and negotiations. Particular emphasis will be placed on working across cultures in the business world and how developing those

skills can assist in producing international leaders.

国際地域経営論

グローバル化の進展に伴い，国や地域の境界は見えなくなりつつある。そうした状況の中，グローバル化に伴って企業経営も国際化していく一方で，企業活動によってグローバル

化がすすめられている部分もある。企業にとって経営のグローバル化はチャンスとともにリスクを伴うものである。さらに，グローバル化は新たな国や地域間での対立を引き起こし，そ

れが企業経営にとっても新たなリスクとなっている。本講義ではグローバル経済の動向を概観したうえで，グローバル経済の中での企業経営に必要なものとは何かについて学んでい

く。

法 International Relations

In this class we will, among other things, focus on the future of the nation-state system amidst the growing disillusionment of this system

around the world. How did the world end up as a system of nation-states? What is a nation-state? How do nation-states interact? What are

the main theories we can employ to understand nation-state behavior? What is the future of the nation-state? These are some of the key

questions we will grapple with in our lectures, readings, presentations and lively discussions.

英米文学講読Ⅰ

イギリス文学のテクストを、表層だけではなく深層まで読み取っていく。文字言語による物語の読解に加え、音声・映像によるテクストとして映画を取り上げ、談話分析等を試みる。

Listening とReading 双方のスキル向上はもちろんのこと、文化の問題について考える機会ともしたい。今年度は、イギリスのノーベル賞作家ジョン・ゴールズワージーの作品『林

檎の木』(The Apple Tree)と、映画『タイタニック』(TITANIC)の２作品を取り上げる。

Academic Writing BⅠ

In this course, you will learn to construct an academic argument where you draw in relevant peer-reviewed source materials, and create an

engaging discussion in a detailed manner. Key to a good research paper is to demonstrate why you think in that way, based on what

evidence, and in a way that even if people disagree with you they can follow your logic and come to understand your position.

初等教育原理Ⅰ
教育学の基礎コースであるが、日本の教育を、歴史的、理論的、社会的に概観することになる。履修者は、現在、学校や教員、生徒たちや地域社会でおこっている問題を積極

的に分析し議論することが望まれる。

教育心理学

この授業は、教育心理学の目的と方法、学級集団の理解、幼児期から青年期までの心理社会的発達、教師の役割、教育指導のあり方、発達障害、教育データの扱い方など

の理解を深めることを目的としている。教師を志望する受講生のニーズと学校現場の現状をふまえながら、この講義をすすめる。教職志望の有無を問わず、多くの学生の皆さんの

受講を歓迎する。

国際教養 Academic Writing

This course will provide students with the skills needed for academic writing, such as understanding and fulfilling the requirements of written

prompts, and collecting, organizing, synthesizing, and interpreting data. The course will also focus on the differences between Humanities

style papers and Social Science papers.

理工 コンピュータ演習
パソコンの基本操作と関連知識（インターネットの仕組み、ネチケット）を学ぶ。その後，広く普及しているコンピュータプログラミング言語であるPythonを用いてプログラミングの演

習を行う。繰り返しや条件分岐などを用いて初級レベルのプログラムが作成できるようになることを目標とする。またプログラムを用いて、簡単なデータ解析が行えるようになる。

社会保障・社会福祉論
本科目では、社会保障制度の全体像を把握しつつ、医療・看護領域および社会福祉に関連する制度について学習する。

さらに、現代の生活・社会問題や制度の変遷と関連して考えることで、制度の理解を深める。

看護管理論
保健・医療・福祉の現状を俯瞰し、看護が担うべき役割や責務について概説する。看護実践と看護管理は相互に関連しあうことから、実践をより良いものへと変革していくための

看護管理の役割や機能について教授し、基本事項の理解と習得を図る。また、看護師や看護実践がどのような法律と関連しているかを示し法令遵守の意義を認識する。
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