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Ⅰ 商学で読み解く現代社会
「実社会に一番近い学問」、商学を思考の道具に身近な経済現象の背景に迫ります
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　日本で1970年代半ばに創設されたコンビニエンスストア（コン

ビニ）は、今や全国5万店ほどの店舗数で年間約10兆円の売り上げ

をあげる小売業態に発展を遂げました。コンビニはいまや、買い物

だけでなく、モノやサービスの取次ぎ、金融・決済などさまざまな利

便性を提供する生活インフラになっています。このコンビニの発展

は、どのようなやり方でもたらされたのでしょうか？業界のリーダー

であるセブンイレブンやローソンを例に、コンビニの発展を牽引し

た種々のイノベーションや経営のしくみ、そして最近の動向を検討

します。

コンビニ発展の歴史

教授
小堀 雅浩（流通・マーケティング）

　インターネットが普及し、多くの情報が簡単に入手できるように

なりました。しかしデータの活用法を知らなければ、それも宝の持

ち腐れになってしまいます。コンピュータも身近に使えるようにな

りました。例えば、表計算ソフトのEXCEL（エクセル）などを用いる

と、資料の整理や視覚化が簡単にできます。さらに、データの裏に

ある本質をあぶりだすことができるかもしれません。このような実

践的なソフトウエアの重要性と使い方を学びます。

エクセルによる統計解析

教授
岩崎 一郎（数学・統計学）

　市場に対する人間の働きかけには、普遍的な理論があるので

しょうか？今日のようにIT（情報技術）が進化し、企業がグローバル

に行動する時代、市場取引の長期展望を描くことは不可能にも思

えます。しかし、商学の分野では、革新的なビジネスモデルやサー

ビスを創りだす狙いから、「ビッグデータ」を活用しながら市場取引

を分析する新たな動きが進んでいます。こうした学問の新たな動

きを紹介しながら、市場経済の仕組みを解説します。

市場経済の理論と実践

教授
菊地 均（商業政策・貿易論）

　北海道の人口は、2030年には現在の550万から460万人台へ

とおよそ100万人減少する可能性があるー。厚生労働省人口問題

研究所が公表したショッキングな予測です。2030年といえば、現

在の高校生が30歳代の働き盛りの時期を迎えるころです。そのこ

ろ、近未来の北海道の高校はどのように変わっているでしょうか？

また、その時に求められる「学び」とはどのようなものになっている

のでしょうか？近年の教育改革の動向も踏まえて大胆に予測し、さ

らに学ぶことの意義を考えてみましょう。

2030年の高校

教授
堂徳 将人（教育経営論）

　1880年代、ヨーロッパに登場した自動車は、20世紀に入るとア

メリカで大量生産、大量販売され、自動車の普及が社会や文化に

大きな影響を及ぼす「モータリゼーション」によって、社会は一変し

ました。今日では自動車メーカーの国際競争は激しさを増し、昨年

世界では9,000万台近い四輪車が製造販売されるまでになりまし

た。自動車ビジネスはこれからも新興国を中心に拡大するととも

に、先進国では自動車の電動化や自動運転が始まろうとしていま

す。今では自動車を単なる移動・運搬の手段と考える人は少数派と

なり、自動車は社会生活、文化の一翼を担う重要な存在、「クルマ」

となっています。講義では、自動車が置かれている現状を、以上の

２つの側面からお話しします。

商品としての自動車、文化としてのクルマ

教授
村松 祐二（企業経営論･経営戦略論）

　商学は、人が社会の中で行っている経済活動からイメージでき

る実践的な学問です。例えば、みなさんが当然のように使っている

スマートフォン（スマホ）。毎月のお小遣いから、どれくらいスマホ

代に充てていますか？あなたが使うスマホ会社の競争相手は、au

やソフトバンク、docomoといったスマホ企業だけではありませ

ん。例えば、旅行のお金を削ってスマホ料金の支払いを選ぶ場合

もあります。さらにスマホのサービスを提供している数社は、自社

製品を選択してもらえるように様々な事業戦略を展開していま

す。スマホをめぐる企業の戦略展開を、商学の「戦略論」の考え方

で分析してみます。

「スマホ」と企業戦略

教授
堤 悦子（創業、企業家機能論）

　「まかない種は実らない」ということわざがあります。努力するこ

との大切さを言っているというのが一般的な理解ですが、では反

対に「種さえまけばすべては実る」と言われたらどう考えますか？ 

きっと「そうとは限らない」と反論されそうです。しかし、ここでいう

「投資」とは、多かれ少なかれそのような性質をもつものです。ワク

ワクするような夢の実現には「投資」が必要で、夢が叶えばみんな

が幸せになれます。一方で、夢が破れればそれまでの「投資」がム

ダになるかも知れません。そこで夢の実現のためのコスト（費用）

と得られる果実との相関性やリスク（危険性）の見積りや管理が重

要な課題となります。こういった投資の基本をともに学びます。

「種をまけばすべて実る?!」 ー未来を実現する投資とは？ー

准教授
松原 英二（証券論）

　経済学には230年以上の歴史がありますが、1870年代に数学

と物理学の概念が導入され、その記述法は自然科学的な色彩を帯

びるようになりました。しかし、経済学の研究対象は、あくまでも私

たちの身の回りで生じる社会現象です。社会現象は様々な人間の

行動の集合的な結果ですが、経済学ではそれらの行動を数式で記

述します。もちろん、経済学における数式は、決して単なる数量の

運動を記述するものではありません。では、どのように、数学を用

いるのでしょうか。その考え方を、簡単な事例を用いて説明したい

と思います。

「経済学と数学」 －数式に意味を与えるのはあなたです－

教授
元山 啓（労働経済学）

　商学は、自然科学や人文科学からみれば若い学問です。商学が

成立するには、商業が国際的な規模で発展し、市場経済システム

が成立し、大企業が登場することが必要でした。それは各国の経済

規模が拡大し、世界が国際化し、グローバル化していく過程と軌を

一にしています。古代から現代までの世界史の動きに沿って、社会

科学が発展し、そこから商学の生まれた歴史をみていきます。さら

に、商学の中でも「観光産業」を学ぶことの意義も考察します。

「商学」の歴史

教授
柳川 博（国際経済）
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Ⅱ 北海道経済の未来
観光業や一次産業といった北海道の特色ある産業から、地域の将来を考えます 　北海道は地域ブランド力の高さで全国一を誇っています。北海

道の環境のすばらしさは、美味しく安全な食を生み出し、北海道は

日本有数の観光地となっています。北海道には数々の地域ブラン

ド商品があります。それらの北海道ブランド商品は全国の地域ブ

ランド商品の中でどのような位置づけ（ポジション）にあるのか、地

域の特産品を地域ブランドにするためには、どのような活動が必

要なのかについて実例を挙げてみなさんとともに考えたいと思い

ます。

北海道、「地域ブランド日本一」の課題

教授
橋元 理恵（管理会計）

　「週刊誌の販売が１週間遅れ」「北海道産の野菜が本州の食卓か

ら消える」ー。近い将来、そんな日が訪れるかもしれません。青函ト

ンネルは、北海道ー本州間の貨物輸送において非常に重要な役割

を果たしています。現在、青函トンネルを通過する列車の半数以上

が貨物列車です。しかし、将来的に、北海道ー本州間の貨物列車の

輸送能力が低下する可能性があります。講義では、北海道・道外間

物流における鉄道貨物輸送の重要性を整理し、新幹線と貨物列車

の共用走行について考えます。

青函トンネルにおける新幹線と貨物列車
の共用走行

教授
相浦 宣徳（流通戦略論）

　北海道企業は近年、道内から国内の他地域、インターナショナル

（国際）の貿易・国際金融取引も活発化、さらにグローバル（世界の

諸国・地域）にと活動地域を急速に広げています。国境を越えて活

動する北海道企業の企業戦略や課題について、個別事例から考察

します。

北海道の企業の発展

教授
鈴木 博 （中小企業論・中小企業政策）

　近年、各地の観光地は旅行客の心を引きつけるために、「地域ブ

ランド」の創造に知恵を絞っています。その背景として物見遊山の

団体観光が飽きられ、地元の人との交流や体験をメインとした少

人数観光への関心が高くなったことが挙げられます。観光地の商

店街は、地域の魅力を構成する重要な要素の一つです。なぜなら

ば、その景観は観光客の気持ちを非日常に変える舞台装置だから

です。つまり店舗にとって店構えは、人の心理状態に大きな影響を

及ぼす要素なのです。さらに観光地のブランド化やイメージ形成

にも寄与しています。しかし、一軒一軒の店舗の外観が取り上げら

れることは多くありませんでした。講義では、街の景観のなかでも

店舗の正面入口(ファサード)に着目し、ファサードと人々の意識に

ついて、皆さんと一緒に考えてみようと思います。

観光地のイメージ評価 －店舗の魅力度を測る－

教授
田辺 隆司（観光資源論）

　６次産業化という言葉を聞いたことがあるでしょうか？１次産業

（農林水産業）が生産だけでなく、加工、販売までおこなうことで

す。これによって、地域の資源を見直して、活性化をはかることが

期待されています。北海道の６次産業化の事例を通して、私たちの

周りにある資源を再発見して、その可能性を考えてみましょう。

６次産業化からみる北海道

教授
島津 望（事業システム論）
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　人口減少、財政危機、グローバル化など、北海道を含む地方を取

りまく環境は厳しく、未来に向けた展望がなかなか見いだせない

状況にあります。その中で観光振興が着目されていますが、重要

な問題は、観光振興を従来のように狭く捉えるのではなく、観光を

含めた地方の総合力の強化にどう結びつけるか、ということです。

講義では、幅広い学問分野をとりこんだ「観光学」の考え方を生か

し、私たちの思考の枠組み（パラダイム）の転換を試みながら、北

海道の新しい観光振興を考えます。

「観光学」の実践 ー北海道の新しい観光振興を考えるー

教授
伊藤 昭男（地域政策・観光政策）

　「旅」は、「観光」という言葉が使われる遥か昔から行われてきまし

た。「かわいい子には旅をさせよ」ということわざは、交通機関が発

達していなかった時代の旅は苦難が付きものであり、それを乗り

越えることで子供が成長するよう願ったことに由来します。現代で

は同じことわざも、「旅をすることで視野を広げてほしい」という親

の期待を指すように変化したようです。時代とともに、旅をする人

も、旅をとりまく環境も変わり続けています。旅をする人のために

交通機関が整備され、交通機関の発達が旅をさらに大きく変えま

した。現在では、泊まるところも行くところも様々ですし、旅の目的

も変わってきています。未来の旅はどう変わるのでしょうか？その

ヒントは、私たち自身の経験から見つけることができます。個人の

体験から「観光」という学問を一緒に考えてみませんか。

人は何のために旅するのだろう

教授
加藤 由紀子 （観光ビジネス論）

　深夜放送のアニメ番組「らき☆すた」を偶然に見た議員が、番組

の舞台が地元の埼玉県久喜市鷲宮神社であることに気付いたこ

とから、アニメを利用した観光振興の試みが久喜市で始まりまし

た。同時に、らきすたファンのアニメオタクも、作品の舞台を訪れる

「聖地巡礼」として鷲宮神社に詣でるようになり、観光資源も無く疲

弊していた商店街と、社会のはみ出し者とみられがちなオタク達

が協力し合って街の活性化に成功しました。この現象は特殊な例

ではなく、観光の本質を考える好例なのです。なぜでしょうか？

アニメオタクに学ぶ観光振興

教授
中鉢 令兒（観光振興）

　観光は、地域社会や経済、人々の生活に多面的な効果をもたら

すことが知られています。そうした観光の営みは、さまざまに展開

される観光事業によって維持され、発展しています。講義では、観

光のもたらす多面的な効果について紹介するとともに、観光の意

義と効果を高め、観光という社会現象をさらに盛んにする諸活動

である観光事業について考察します。あわせて、観光立国を目指

す日本の観光の現状についても、最新の統計を用いて確認しま

す。

観光の多面的効果と観光事業

教授
佐藤 博樹（観光事業論）



Ⅱ 北海道経済の未来
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教授
橋元 理恵（管理会計）
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教授
相浦 宣徳（流通戦略論）
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Ⅲ 異文化交流とその可能性
グローバル化の進展とともに、異質な文化を背景とする人々との接触が増えています。
北海道との交流が盛んな東アジアを中心に、異文化交流の将来を展望します

　スマートフォン後進国だった日本でも、今では全携帯電話の半

数強がスマートフォンになりました。いつも手放せない人が多いの

は、日本も海外も同じです。２０２０年にはオリンピック/パラリンピッ

クの東京開催が決まり、大勢の外国人観光客が訪れることに期待

が集まっています。しかし、せっかく訪れてくれる外国人観光客が

日本でスマートフォンを使うことは、法律で原則禁止されていま

す。なぜそんなことになっているのでしょう。ようやく対策が始まっ

たところですが、意外なところにあった観光振興の落とし穴につい

て考えてみましょう。

オリンピックというのに外国人のスマホが
禁止の国って？

教授
細野 昌和（観光行動学）

　日本で生まれ育った私たちは、いつのまにか日本を中心に世界

を見ることを当然と考えるようになっています。しかし別の場所に

視点を移せば、日本、そして世界も全く異なる姿で見えてきます。

経済交流が深まる一方、日本との対立が深刻化する隣の大国・中

国から見た私たち日本、そして世界の姿を知り、日本と中国の対立

の原因はどこにあるかを、歴史や政治のしくみを比較しながら考

察します。

中国から見た日本、日本から見た中国

准教授
佐藤 千歳 （現代中国社会研究）

　明治維新以降の日本は、世界的にも特筆される経済発展を遂げ

て、現在に至ってます。その間、貿易や海外投資など諸外国ととり

むすぶ経済的な関係が、日本の経済成長の大きな要因となってい

ました。この関係は時期によって様々な特徴を持ちました。

　ちょうど高校生の皆さんが生まれた頃から、世界は大きく変わり

始めました。グローバル化の進展です。その結果、アジア諸国が世

界経済の中心に台頭しつつあります。それに伴って、日本経済の貿

易相手・投資先もそれまでとは大きく様変わりしています。なぜ

今、私たちはアジアのことを学ばないといけないのかを、日本経済

の現状をめぐる問題から考えていきます。

なぜ今、私たちはアジアを学ぶのか
―外国とのおつきあいから見る日本経済―

教授
竹野 学（日本経済史）

　全世界で、英語を母国語とするネイティブスピーカーよりも、第

二言語として英語を話すノンネイティブスピーカーの方が多いと

いう事に日本ではよく驚かれます。実際に、日本を訪ねるタイや中

国、韓国、マレーシア等からの旅行者は、英語で日本人とコミュニ

ケーションをとる可能性が最も高いのです。このようなノンネイ

ティブスピーカーと英語で話す時は、メッセージが相手に伝わる事

が、正しい発音や文法よりも重要である事を覚えておいて下さい。

彼らは英語で話そうとする時に文法や発音で多くの間違いをしま

すが、コミュニケーションが目的なので、これらのミスを気にしては

いません。もちろん、正しい発音や文法の習得は重要ですが、これ

には時間がかかるので、それに気を取られて英語で話す事を躊躇

してしまうことのないようにしなければなりません。私のレッスン

の目的は、学生のコミュニケーション（メッセージを伝える）能力を

向上させることです。

グローバル言語としての英語

教授
ニールセン ブライアン
（言語学習・教育工学・CALL）

　中国語講座を開いている高校が増えています。大学での中国語

教育は、言語の習得に加え、その基礎となる漢字文化や中国社会

に対する理解を深めることを目指します。たとえば「謝謝」「舍得」

「得舍」という中国語には、どのような中国人の価値観が反映され

ているでしょうか？受講生の中国語レベルに合わせながら、日本語

と同義の漢字、また意味が異なる漢字を紹介しながら、中国語に対

する興味を高めます。

中国語と漢字

教授
蘇 林（中国語・中国文化）

　経済・安全保障・生活文化など様々な分野において、大き
な国際的影響力をふるっているアメリカ合衆国について、そ
の力の源はどこにあるのかを歴史的に理解したい。

現代世界におけるアメリカ合衆国の位置

教授
古矢 旬（現代アメリカ政治）
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　近年、日本と中国との間は、歴史認識や領土・領海等の問題をめ

ぐる対立で冷え切った関係にあります。他方で、今や日本の最大の

貿易相手国は中国であり、日本企業は大企業、中小企業とを問わ

ず、たくさん中国に進出しています。日本を訪れる中国人観光客も

増えており、北海道は人気の旅行先の一つです。日本と中国との

長い交流の歴史を踏まえたうえで、両国が互いに交流し、協力し

合っていける可能性を探ります。中国に変わってほしいのなら、日

本も変わらなくては。

日中関係を考える―平和の作法とは

教授
石原 享一（現代中国経済論）

　全世界の人びとから愛されるアニメ／ゲームの「ポケットモンス

ター」。じつは、ポケモンのキャラクターは国ごとに名前がすべて

異なります。商品を輸出する際に欠かせない「ローカライズ(現地

化)」によって、違う名前がつけられているのです。これは、単にその

国の人々の好みの問題ではなく、キャラクターを効果的に売り込

む戦略でもあるのです。ポケモンを題材に、言語(外国語)と「ロー

カライズ」の関係についてわかりやすく解説します。

ポケモンから読み解く言語の「ローカライズ（現地化）」

教授
水野 俊平（韓国／朝鮮語学）

　日本の若者は全般に内向き指向が強くなっていると言われま

す。たしかに日本から一歩外に出ればトラブルも多く、危険な目に

遭う可能性も高くなるので、その気持ちはわからないでもありま

せん。しかし、異なる文化を持つ人々や異なった社会システムに触

れることにより、視野を広げ、自らを成長させることもできます。日

本と他の国々との間に横たわる慣行や価値観の違いを克服し、国

際交流を通じて相互理解を深めていく方法について、考えてみま

せんか。

文化摩擦と日本人―国際交流のすすめ

教授
石原 享一（アジア経済文化交流論）
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教授
ニールセン ブライアン
（言語学習・教育工学・CALL）
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蘇 林（中国語・中国文化）
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の力の源はどこにあるのかを歴史的に理解したい。

現代世界におけるアメリカ合衆国の位置
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古矢 旬（現代アメリカ政治）
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　近年、日本と中国との間は、歴史認識や領土・領海等の問題をめ
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石原 享一（現代中国経済論）
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教授
水野 俊平（韓国／朝鮮語学）
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　わが国においては、大学・短大等への進学率が上昇傾向にあり

ます。しかし「あなたは何のために学びますか」という問いに対して

明確に答えられる高校生は案外少ないようです。若者が進路に迷

うことは当然ですが、後悔しない進路選択のためには、「なぜ学ぶ

のか？」という本質的な問いに自信を持って答えられるようであり

たいものです。そのため、世界各国の社会や教育制度、若者の意

識の相違点と類似点などを比較検討して、これからの若者に求め

られる「学び」の意義について考えてみましょう。

あなたはなぜ学ぶのか？ ～大学進学を考える～

教授
堂徳 将人（比較教育学）

　米国のオバマ大統領は2009年のノーベル平和賞授賞式で、

「平和をつくる戦争」は必要だと言いました。しかし、いったん武力

衝突が始まると、正義も秩序も守られなくなり、民間人への暴力や

犯罪が横行します。平和学の泰斗、ヨハン・ガルトゥングは、貧困・飢

餓・抑圧・疎外・差別を無くしていくことが真の平和への道だと述べ

ています。日本は、自らの得意分野である日本型経営や社会シス

テムの良さを伝えることによって、アジア地域に平和をもたらすこ

とができるはずです。

武力に依らないで平和をつくるには？

教授
石原 享一（国際政治経済学）

　世界のグローバル化によって、様々な人種、宗教、価値観が混在

する多文化社会が身近なものとなっています。そのような中、異

なったモノ、コトに対する差別、排除もまた私たちの身近に存在し

ます。なぜ人は、自らと異なったものを差別し、排除するのでしょう

か？差別や排除には、歴史の流れや社会構造が関わっていますが、

それだけではなく、人の基本的心理として「異なり」を認識する機

能や、「グループダイナミクス（集団の力学）」が働いています。心

理学的な観点から差別や排除が起こる理由の一つの説明を考え、

そこから私たちが他者とどう向かい合うべきかを考えます。

差別と排除の心理学

准教授
玉井 航太（社会心理学）

　朝鮮戦争(1950～1953)直後、韓国は世界で最も貧しい国でし

たが、2011年に韓国の貿易総額は世界第９位となりました。現在、

世界が韓国に対して抱いている最大の関心事は、「なぜ韓国は、戦

争直後の世界最貧国から、60年という短い時間で貿易大国となり

得たのか」ということです。多くの経済学者が様々な説を唱えてい

る中で注目すべき一説が、K-popのアイドルさえ避けて通ろうとし

ない韓国の受験戦争、そして韓国国民の｢教育熱｣です。講義では、

韓国の社会的・文化的背景を理解しながら、現在の韓国経済と教

育の関係、その特徴について学びます。

韓国の教育熱とその経済的意義

准教授
李 炯直（教育経済学）

　英語の単語を形態素、単語などの用語からひも解き、いくつか

のレベルから構成される英単語の形成論を解説します。例えば、

（1） mail という単語に対して、（2） mailbox や（3） mailer のよう

な単語がありますが、（1）から（2）（3）ができる場合に、両者は違う

方法で造られます。こういった違いを理解すると、見慣れた英単語

が新鮮に見えてきます。

英語の単語の語形成について

准教授
原子 智樹（英語語形成論）

　海外旅行をすると、時差を体感することが多いでしょう。とくに

地球を東西に移動する場合、例えば日本からカナダ、アメリカ、

ヨーロッパなど経度が大きく異なる国へ旅行すると、より大きな時

差が生じます。時差を体感するのは航空機で移動する時で、海外

の国に到着した時は時差をより強く感じますし、航空機の中でも体

調の変化を感じます。なぜ時差が生じるのか、地球の自転と航空

機の飛行の関係から考えてみましょう。

海外旅行における時差の不思議

教授
原田 房信（観光産業論）

　わたくし自身の長期の米国での生活体験から、日米の文化や社

会の違いを具体的な場面に応じて紹介します。たとえば、国民意識

や物事の判断基準、意思決定のプロセスやトラブルの解決方法、

男女関係や親子関係は、日本とアメリカでどのように違うのでしょ

うか？企業や学校といった組織での人間関係や、仕事に対する考え

方はどうでしょうか？ 私たちの日常にすっかり浸透したようで、実際

は日本社会で十分に理解されていないアメリカ文化の実像を徹底

的に分析しながら、異文化理解の難しさと楽しさを経験しましょう。

日本とアメリカ、文化と社会の違い

教授
吉田 和典（国際政治学）
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年 月 日 時 分 ～ 時 分
日時の調整は可能ですか？ 可能 ・ 不可能
本学教員 １名希望（ ）・ 複数名希望 ・ 他大学等と合同
合計　　　名（対象学年　：　１年　・　２年　・　３年　・　保護者等）
未定の場合は、いつ頃確定できますか？ 月 日頃
テ ー
大学教員名
テ ー
大学教員名
テ ー
大学教員名

希望日時

実施形態

予定人数

備　　考

年 月 日 時 分 ～ 時 分
日時の調整は可能ですか？ 可能 ・ 不可能
本学の単独開催・他大学等と合同（個別会場・ブース形式）・保護者向け
合計　　　名（対象学年　：　１年　・　２年　・　３年　・　保護者等）
未定の場合は、いつ頃確定できますか？ 月 日頃

本学では高校での進学説明会も実施しています。
希望する場合には以下の欄にもご記入をお願いします。
講義とは別に職員を派遣させていただきます。

□実施を希望する（担当者より別途連絡します）
□実施は希望しない

校内進学説明会申込書

希望日時

実施形態

受講人数

第一希望

第二希望

第三希望

備　　考

※第３希望までのご記入をお願いします。複数教員の派遣を希望の場合はこの用紙をコピーしてご利用ください。
　なお、出前講義の実施にあたっては謝金・交通費は不要です。

高校名

担当者氏名

メールアドレス

TEL（　　　　）　　　　ー
FAX（　　　　）　　　　ー

高等学校

出前講義申込書

＜送信先＞
北海商科大学 入試・広報センター
FAX 011-824-0801 TEL 011-841-1161お申し込み日 年 月 日

出前講義FAX送信状

マ：
：

マ：
：

マ：
：

　サイコエジュケーションとは、思考・行動・感情の何れかの反応を

修正、或いは反応の選択肢を増やすためのプログラム、エクササ

イズ、シェアリングなど能動的技法を用いるカウンセリングの一方

法です。その目的は、強い心（豊かな心）を育てることです。方法

は、思考・行動・感情の教育です。例えば、コミュニケーション能力

の育成など。カウンセリング心理学で心の教育を楽しみながら考

えてみましょう。［ＤＶＤ利用希望します］

サイコエジュケーション（心の教育）

教授
大友 秀人
（カウンセリング心理学・教育心理学）
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　私たちは日々、いろいろなものを見たり触れたりして生活してい

ます。つまり世界の中にいて生活しています。ハイデガーという哲

学者は私たちのこのあり方を「世界ー内ー存在」と呼びました。「見

る」という点で言うと、みなさんは毎日世界を見ているはずです

が、世界を見るとはどういうことかなんて考えたことがあります

か？ これが哲学の問題です。講義では、世界を見るとはどういうか

ら話をはじめて、私たちの身の周りの世界が出来てきた歴史を見

ることに進みます。私たちが毎日接しているものの歴史的由来を

みなおせば、世界がこれまでとは違ったふうに見えてくるはずで

す。素材としては、ヨーロッパ近代における商業、商業都市の発展

と情報通信の発展を取り上げます。

「世界を見る 歴史を見る」

教授
横田 榮一（西洋哲学・論理学）

　ギリシアの古典政治学は、オリエントと区別され、ヨーロッパ近

代にとっての古典的（立派な模範となる）政治学と見なされていま

す。フランス革命など、近代の市民革命の理論において、古典政治

学として復活しました。ギリシア政治学は唯一の社会科学であり、

人間の手に負えない必然的法則の世界であるフュシスに対して、

人間が最終的責任を持つノモス（人為的な、法的な世界）の科学と

して成立します。このノモスの秩序、法則は、ギリシアにおいてポリ

スの法律として現実化されました。法律には共同体の正義が実現

されており、これを損なうことは、公共的な政治活動を唯一の立派

な人間の実践と考えるホモ・ポリティクス（政治的人間）にとって

は、最大の悪行を意味しました。このような人間を含む法制度の体

制をギリシア人は「自由の政治体制」と呼びました。

ギリシア古典政治学と人間

教授
村越 雅雄（ヘーゲル社会・政治哲学）
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本学では高校での進学説明会も実施しています。
希望する場合には以下の欄にもご記入をお願いします。
講義とは別に職員を派遣させていただきます。

□実施を希望する（担当者より別途連絡します）
□実施は希望しない

校内進学説明会申込書

希望日時

実施形態

受講人数

第一希望

第二希望

第三希望

備　　考

※第３希望までのご記入をお願いします。複数教員の派遣を希望の場合はこの用紙をコピーしてご利用ください。
　なお、出前講義の実施にあたっては謝金・交通費は不要です。

高校名

担当者氏名

メールアドレス

TEL（　　　　）　　　　ー
FAX（　　　　）　　　　ー

高等学校

出前講義申込書

＜送信先＞
北海商科大学 入試・広報センター
FAX 011-824-0801 TEL 011-841-1161お申し込み日 年 月 日

出前講義FAX送信状

マ：
：
マ：
：
マ：
：

　サイコエジュケーションとは、思考・行動・感情の何れかの反応を

修正、或いは反応の選択肢を増やすためのプログラム、エクササ

イズ、シェアリングなど能動的技法を用いるカウンセリングの一方

法です。その目的は、強い心（豊かな心）を育てることです。方法

は、思考・行動・感情の教育です。例えば、コミュニケーション能力

の育成など。カウンセリング心理学で心の教育を楽しみながら考

えてみましょう。［ＤＶＤ利用希望します］

サイコエジュケーション（心の教育）

教授
大友 秀人
（カウンセリング心理学・教育心理学）
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　私たちは日々、いろいろなものを見たり触れたりして生活してい

ます。つまり世界の中にいて生活しています。ハイデガーという哲

学者は私たちのこのあり方を「世界ー内ー存在」と呼びました。「見

る」という点で言うと、みなさんは毎日世界を見ているはずです

が、世界を見るとはどういうことかなんて考えたことがあります

か？ これが哲学の問題です。講義では、世界を見るとはどういうか

ら話をはじめて、私たちの身の周りの世界が出来てきた歴史を見

ることに進みます。私たちが毎日接しているものの歴史的由来を

みなおせば、世界がこれまでとは違ったふうに見えてくるはずで

す。素材としては、ヨーロッパ近代における商業、商業都市の発展

と情報通信の発展を取り上げます。

「世界を見る 歴史を見る」

教授
横田 榮一（西洋哲学・論理学）

　ギリシアの古典政治学は、オリエントと区別され、ヨーロッパ近

代にとっての古典的（立派な模範となる）政治学と見なされていま

す。フランス革命など、近代の市民革命の理論において、古典政治

学として復活しました。ギリシア政治学は唯一の社会科学であり、

人間の手に負えない必然的法則の世界であるフュシスに対して、

人間が最終的責任を持つノモス（人為的な、法的な世界）の科学と

して成立します。このノモスの秩序、法則は、ギリシアにおいてポリ

スの法律として現実化されました。法律には共同体の正義が実現

されており、これを損なうことは、公共的な政治活動を唯一の立派

な人間の実践と考えるホモ・ポリティクス（政治的人間）にとって

は、最大の悪行を意味しました。このような人間を含む法制度の体

制をギリシア人は「自由の政治体制」と呼びました。

ギリシア古典政治学と人間

教授
村越 雅雄（ヘーゲル社会・政治哲学）



70120-733-066（入試係直通）
http://www.hokkai.ac.jp

出前講義 2015-2016
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さっぽろ駅から6分、 駅直結のキャンパス


