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科目提供大学名
担当教員
単位数
最大授業定員
開講学期
成績評価
テキスト
参考文献

授業以外の学習方法

その他の特記事項

講義概要

授業計画・内容

到達目標

甲南大学

2 単位
40 名
前期 1 時限（10：50 ～ 12：20）金曜日（4 月 7 日～ 7 月 21 日）

林  健太（経済学部 経済学科 准教授）

出席、レポート、授業中の発表によって、総合評価を行う。
特になし
高橋光輝（2014）『コンテンツ産業論』（ボーンデジタル）ほか
日頃から新聞やウェブサイトに目を通し、経済や産業（特にコンテ
ンツ産業）の動向をチェックしておくこと。
特になし
コンテンツ産業における様々なケーススタディを通じて、コンテンツ
ビジネスの仕組みや著作権について解説する。またネットワーク経済
がどのような法則に基づいて動いているのかについても述べる。

  1. イントロダクション
  2. 情報財の経済的特性
  3. コンテンツビジネスの歴史と ICT 革命
  4. CGM とコンテンツビジネス
  5. 知的財産権と著作権
  6. コンテンツビジネス ① （音楽業界）
  7. コンテンツビジネス ② （放送業界）
  8. コンテンツビジネス ③ （映画業界）
  9. コンテンツビジネス ④ （ゲーム業界）
10. コンテンツビジネス ⑤ （出版業界）
11. コンテンツビジネス ⑥ （アミューズメント業界）
12. Google とクラウドコンピューティング
13. 無料の世界
14. フィンテック
15. まとめ

コンテンツビジネスの仕組みや著作権に関する知識が身につく。
ネットワーク経済の法則を説明できる。

コンテンツ産業論
Content Industries
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科目提供大学名
担当教員
単位数
最大授業定員
開講学期

成績評価

テキスト

参考文献
授業以外の学習方法
その他の特記事項

講義概要

授業計画・内容

到達目標

大手前大学

2 単位
40 名
前期 2 時限（13：20 ～ 14：50）金曜日（4 月 7 日～ 7 月 21 日）

平川 大作（建築＆芸術学部 建築＆芸術学科 教授）

出席、授業内での小レポート、学期末のまとめレポート（希望があ
れば授業内発表）を総合して成績判定をします。
授業で配布します。

必要に応じて授業中に紹介します。
使用戯曲テキストの予習・復習的な熟読
戯曲テキストをメインとしながら、可能な範囲で映像資料を併用します。
日本の現代劇として評価が定まっている作品を残した劇作家を戦後の
昭和期に絞って七人選び、その代表作を軸に作風や戯曲のスタイルを
概観する。それを講義の前半として、後半ではそれらの作品のうち、
受講生の意見により一編を選択し、戯曲として可能な限り精読する。
なお後半の精読では、受講生が実際に声を出してせりふの朗読に取り
組む予定としているため、講義前半は講義形式、後半は実習とディス
カッション中心としたい。

  1. イントロ：現在の演劇と戦後昭和の戯曲
  2. 岸田國士
  3. 三好十郎
  4. 三島由紀夫
  5. 安部公房
  6. 別役実
  7. 寺山修司
  8. つかこうへい
  9. 戯曲精読　その１　登場人物
10. 戯曲精読　その２　プロット
11. 戯曲精読　その３　せりふのスタイル
12. 戯曲精読　その４　場面構成
13. 戯曲精読　その５　視覚的要素
14. 戯曲精読　その６　演技
15. まとめ

演劇の分野で、戦後・昭和期に新劇からアングラ演劇、小劇場運動
へと変遷したさまざまな表現のスタイルを戯曲から学ぶことにより、
20 世紀後半の言語表現、およびその背景にある政治・文化状況を理解
することができる。せりふの朗読により、日本語表現をより高い次元
で駆使することができる。

（データを事前に配布／各自で印刷、とする可能性があります。）

昭和の現代劇を読む
Reading Japanese Modern Plays (in the Showa Era)
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1. みなさん、こんにちは。永廣　顕 ( えひろ　あきら ) です。経済学の中での専門
　は財政金融論、財政金融史で、甲南大学では「財政」「地方財政」などの授業を
　担当しています。出身は和歌山県和歌山市で、現在は兵庫県芦屋市に住んでい
　ます。典型的な A 型人間だと思います。家で保護猫を 3 匹飼っています。講義
　を通して他大学のみなさんとも交流を深めたいと思っています。どうぞよろしく
　お願いします。
2. 経済学を学ぶきっかけは、大学受験の受験科目の一つとして「政治・経済」を
　選択したことです。世の中を幅広く見ることができて自分には「何となく」合っ

　ていそうだったので、経済学を学んでみようと思いました。経済学の魅力は、ヒト・モノ・カネの
　動きを分析し、それらを体系化することで、世の中全体を見る目が養われるところにあると思います。
3. 口頭による説明を中心に講義を進め、説明時にパワーポイントを使用しますが、講義そのものにつ
　いては、これと言った特徴はありません。毎回、授業資料を配布しますが、かなりの分量になると
　思いますので、保存用のファイル等を準備しておくことをお勧めします。授業を通して、財政のし
　くみや専門用語を習得することはもちろん、論理的に思考する力や問題を解決する力も向上させて
　欲しいと思います。
4.「わからないこと」を「わかるようにすること」が勉強です。どんな些細な疑問でも、気になったら
　遠慮しないでどんどん質問しましょう。質疑応答を通して、私もみなさんと一緒に学んでいきたい
　と思います。 

1. 専門は情報通信経済学です。昔はインターネットを如何に（早く）普及させる
　かといった、ハードウェア整備の問題に関心がありましたが、現在は、インタ
　ーネット上を流れる様々なコンテンツを、人々がどのように消費しているのか、
　また、今後発展が期待されるコンテンツにはどのようなものがあるか等につい
　て研究しています。
2. 学生時代に、インターネットの普及が瞬く間に世界を変化させていく様を見せ
　つけられて以来、インターネット関連サービスを追い続けるようになりました。
　情報通信分野の技術革新のスピードはとても早く、付いていくのが大変ですが、

　それ以上に、これから世の中はどう変わるのかといった期待感の方が大きく、ワクワクします。
3. 講義はパワーポイントのスライドや配付資料を用いて行います。ときどき動画を紹介することも予定
　しています。受講者数にもよりますが、60 分講義と 30 分ディスカッションの組み合わせの回を設け
　ることも検討したいと思いますので、その際は積極的に議論に参加したり、発言してみて下さい。
4. コンテンツビジネスの仕組みやネットワーク経済の法則を学び、将来、この分野で活躍する人が出
　てくれると嬉しいです。

「日本財政の現状と課題」永廣 顕（経済学部 経済学科 教授）

「コンテンツ産業論」林 健太（経済学部 経済学科 准教授）

甲南大学
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1. 研究分野は、社会科教育学、地理教育学、臨床教育学。教育学（修士）・臨床
　教育学（博士）。長年にわたり学校教育及び教育行政に携わり、武庫川女子大学
　非常勤講師・特任教授を経て現職。
2. 学生時代に「地理学を勉強すると、人生は 2 倍楽しくなる」という、地理学の
　優位性に気づいて以来野外調査の醍醐味を満喫しています。地図を見るのも大
　好きで、地図を読んだりあるいはブロックダイヤグラム（鳥瞰図）を作成した
　りして座学も大切にし、独自のフィールドワークの手法を楽しみ、現在に至って
　います。訪れる先々で出会うヒト・コト・モノから多くのヒントをいただきます。

3. 日本各地の魅力ある地域を訪ね、その地域のもつ独特のよさを取り上げました。そこに住む人々の
　くらしや風土、様々な工夫を調べ、フィールドワークを疑似体験します。それにより、日本の地域
　の活性化について考えます。地理学や観光学に興味・関心のある学生、将来行政に関する仕事を希望
　する学生にも地域活性化と観光創造の視点から学んで欲しいと思います。
4. 旅に出る先は地方が中心です。地方を考える、特に、地域活性化を様々な方向から考えていきたい
　と思います。観光創造の視点を大切にして常に魅力ある観光を創出する努力に特に注目していきた
　いと思います。このことは、公務・公務員、またそれ以外、地域密着型企業にとっても重要な事項
　となります。一緒に地域活性化について考えていきましょう。

「地域活性化と観光創造（訪ねてみたい日本・音とかおりの風景（１）・（２）」
「古岡 俊之（文学部 総合文化学科 特任教授）

神戸女学院大学
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