
2022 年度 東京国際大学 

オープンキャンパス 体験授業一覧

※希望する学部をクリックしてください。

商学部 

データサイエンスコース・グローバルデータサイエンスコース 

経済学部 

国際関係学部 

人間社会学部（スポーツ系学科） 

人間社会学部（福祉心理学科） 

医療健康学部 
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※体験授業の内容については、当日変更することもありますので、予めご了承ください。



開催日 実施時間 教員氏名 学部 タイトル 概要

2022/6/19 午前 久米　勉 商 東京ディズニーランドのマーケティング

マーケティングは、とても面白く、とても奥深い研究

分野です。体験授業では、ついつい「なるほど！」と

思ってしまうディズニーランドの工夫を取り上げなが

ら、マーケティングの面白さをお伝えしたいと思いま

す。

2022/6/19 午後 鯖田　豊則 商 東京ディズニーランドを会計から見る

会計は、ビジネス（商売）を行う際にお金を提供して

くれた人に、お金の使い道を報告するものである。報

告内容の読み方がわかるようになると、将来の就職先

選びにたいへん役立つ。

2022/7/23 午前 矢澤　則彦 商 商圏（ショーケン）ってなんだろう？

何気なく立ち寄るコンビニエンスストア。きっと自宅

から最短距離のコンビニを選んでいるでありましょ

う。顧客の居住地点情報から、コンビニの"商圏"範囲を

探ってみよう！

2022/7/23 午後 宋　俊憲 商 パンデミック後のグローバル経済

今回の体験授業では、新型コロナウイルスの世界的な

流行で、ヒト・モノ・カネの国際的な移動がどのよう

に変化したか確認し、パンデミック後の世界経済の行

方について解説します。

2022/7/30 午前 鯖田　豊則 商 東京ディズニーランドを会計から見る

会計は、ビジネス（商売）を行う際にお金を提供して

くれた人に、お金の使い道を報告するものである。報

告内容の読み方がわかるようになると、将来の就職先

選びにたいへん役立つ。

2022/7/30 午後 久米　勉 商 東京ディズニーランドのマーケティング

マーケティングは、とても面白く、とても奥深い研究

分野です。体験授業では、ついつい「なるほど！」と

思ってしまうディズニーランドの工夫を取り上げなが

ら、マーケティングの面白さをお伝えしたいと思いま

す。

2022/8/20 午前 奥　倫陽 商 未来から逆算して考える経営と会計

AIやIoTなどICT（情報通信技術）の発展は目まぐるし

いものがあります。授業では、実例を示しながら分か

りやすく、未来のビジネスで求められる経営と会計に

ついて検討します。

2022/8/20 午後 矢澤　則彦 商 商圏（ショーケン）ってなんだろう？

何気なく立ち寄るコンビニエンスストア。きっと自宅

から最短距離のコンビニを選んでいるでありましょ

う。顧客の居住地点情報から、コンビニの"商圏"範囲を

探ってみよう！

2022/8/21 午前 奥　倫陽 商 未来から逆算して考える経営と会計

AIやIoTなどICT（情報通信技術）の発展は目まぐるし

いものがあります。授業では、実例を示しながら分か

りやすく、未来のビジネスで求められる経営と会計に

ついて検討します。

2022/8/21 午後 筑井　麻紀子 商 SDGsを実現する環境経営とは？

持続可能な世界を目指す国際目標(SDGs)の実現には企

業の環境への取り組みが重要です。この授業では環境

と経営の関わりを飲料容器の選択という身近な事例で

考えます。
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開催日 実施時間 教員氏名 学部 タイトル 概要

2022/6/19 午前・午後 竹田　恒 データサイエンス 需要予測入門

需要予測とはどういうものかについて基礎から解説す

る。また，電気の使用量（電力）を題材にして，需要

予測に必要なデータ分析，モデリング，予測の方法に

ついて説明する。

2022/7/23 午前・午後 山口　智弘 データサイエンス クオンツと企業価値の評価

金融・証券市場のデータサイエンティストである「ク

オンツ」の職務として、企業価値特にはブランド・技

術といった無形資産の価値評価について取り上げて実

務を実感する

2022/7/30 午前・午後 竹田　恒 データサイエンス データ分析入門

データ分析とはどういうものかについて基礎から解説

する。グラフを使ったデータの見える化や数式を使っ

たモデリングを行い，データから知識獲得するまでの

手順を説明する。

2022/8/20 午前・午後 山口　智弘 データサイエンス クオンツと企業価値の評価

金融・証券市場のデータサイエンティストである「ク

オンツ」の職務として、企業価値特にはブランド・技

術といった無形資産の価値評価について取り上げて実

務を実感する

2022/8/21 午前・午後 竹田　恒 データサイエンス 回帰分析入門

回帰分析とはどういうものかについて基礎から解説す

る。散布図を使った相関分析，最小二乗法によるモデ

ル適合，決定係数，残差分析について説明する。
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開催日 実施時間 教員氏名 学部 タイトル 概要

2022/6/19 午前 池田　浩史 経済 ディズニー ×コロナ × 五輪× 経済学

コロナ禍や東京五輪。私たちは見たことのない社会を

目のあたりにしました。一方で変わらず人気のディズ

ニーの夢の国。これらが経済学からどう見えるのか。

扉を少しあけて新鮮な空気をすってみましょう。

2022/6/19 午後 古川　徹也 経済
経済学部で学ぶ「ゲーム」とは？－ゲーム

理論入門－

皆さん，ゲームは好きですか？実は経済学の世界にも

「ゲーム理論」という分野があります。「理論」が付

くので少し難しそうですが，ちょっと覗いてみません

か？

2022/7/23 午前 池田　浩史 経済 ディズニー ×コロナ × 五輪× 経済学

コロナ禍や東京五輪。私たちは見たことのない社会を

目のあたりにしました。一方で変わらず人気のディズ

ニーの夢の国。これらが経済学からどう見えるのか。

扉を少しあけて新鮮な空気をすってみましょう。

2022/7/23 午後 渡辺　雅仁 経済 スポーツ選手はお金持ち？

スポーツ選手はお金持ちなの？とんでもなく稼いでい

る選手はそれに見合うだけの実力があるの？こうした

スポーツ選手の年俸の謎を経済学で読み解きます。

2022/7/30 午前 松村　敦子 経済
グローバルな視野で考える力：国際社会で

活躍できる人材とは

世界情勢のめまぐるしい変化の中で、日本と世界の企

業はどのようなグローバル戦略をとっているのでしょ

うか。将来国際経済問題に取り組むグローバル人材と

して社会に貢献できるようになるため、本学の学生が

学んでいる国際経済学の内容の一端をお見せします。

2022/7/30 午後 池田　浩史 経済 ディズニー ×コロナ × 五輪× 経済学

コロナ禍や東京五輪。私たちは見たことのない社会を

目のあたりにしました。一方で変わらず人気のディズ

ニーの夢の国。これらが経済学からどう見えるのか。

扉を少しあけて新鮮な空気をすってみましょう。

2022/8/20 午前 渡辺　雅仁 経済 スポーツの世界を経済学で読み解く

アスリートの学歴とパフォーマンス、大相撲の八百長

問題、オリンピックなど、皆さんにも身近なスポーツ

の話題を通して、経済学ではどんなことを考えている

のかを紹介します。

2022/8/20 午後 松村　敦子 経済 国際経済ワンダーランドを体験しよう

国際経済は私たちの身近なところに散りばめられてい

ます。本授業で、国際経済の魔法のかかった不思議な

世界を体験すれば、生活の中の国際経済について新た

な発見ができるでしょう。

2022/8/21 午前 古川　徹也 経済 〇〇は駆け引き－ゲーム理論入門

恋愛から外交問題まで，駆け引きが必要な場面はたく

さんあります。経済学では，駆け引きを分析する道具

としてゲーム理論が発展しました。どんな道具なの

か，覗いてみませんか？

2022/8/21 午後 渡辺　雅仁 経済 経済学で考えるお金儲けの話

経済学ってお金儲けの方法を学ぶの？パチンコ・競

馬・宝くじなどのギャンブルや株式投資による「お金

儲け」について、経済学を通して考えます。さて、こ

の授業であなたはお金持ちになれるでしょうか。それ

は聞いてのお楽しみ！
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開催日 実施時間 教員氏名 学部 タイトル 概要

2022/6/19 午前 宮下　明聡 国際関係
ロシアのウクライナ侵攻――原因と今後の

見通し

ロシアのウクライナ侵攻は、発生からすでに4ヶ月近く

が経ち、多くの犠牲者や避難民を出しているにもかか

わらず、未だに解決の糸口が見えていません。なぜロ

シアは侵攻したのか、戦争は長期化するのか、和平の

見通しは？国際政治学の観点から侵攻の原因と見通し

をひもときます。

2022/6/19 午後 上原　伸元 国際関係
皆さんのスマホの秘密教えます！　- 「情報

政策論」から考える -

皆さんの大事なスマホですが、いつ登場し、どのよう

に作られ、動いているか知っていますか？　iPhoneと

アンドロイドの違いは？　インスタグラムが人気の理

由は？　皆さんの疑問にお答えします。

2022/7/23 午前 杉本　篤史 国際関係
スマホの中に「世界」はある―「つなが

り」をさぐる国際関係学入門

国際関係を学ぶ目的の1つは、国際社会と自分との「つ

ながり（関係性）」を見つける力を養うことです。さ

て、あなたが手にしているスマホは、通信・通話機能

以外でも様々な意味で世界中とつながっています。ど

んな「つながり」があるのか、一緒に考えてみましょ

う。

2022/7/23 午後 和田　仁 国際関係 XR(仮想空間技術)時代の国際観光

渋谷区・渋谷観光協会は2020年に「バーチャル渋谷」

を開始、2021年10月には「バーチャルハロウィーン」

開催など。国内外でグローバル化とデジタル化による

グローバルビジネス転換期が始まっています。観光メ

ディア論の視点で、新しい国際観光の将来を考えま

す。

2022/7/30 午前 杉本　篤史 国際関係
スマホの中に「世界」はある―「つなが

り」をさぐる国際関係学入門

国際関係を学ぶ目的の1つは、国際社会と自分との「つ

ながり（関係性）」を見つける力を養うことです。さ

て、あなたが手にしているスマホは、通信・通話機能

以外でも様々な意味で世界中とつながっています。ど

んな「つながり」があるのか、一緒に考えてみましょ

う。

2022/7/30 午後 花岡　修 国際関係
「英語学習を科学する」ー第二言語習得論

の観点からー

「英語頑張っているのに話せるようにならない」と悩

んでいませんか？言語習得を科学する学問「第二言語

習得論」に基づいてその理由を明かし、学習のあり方

を提案をします。

2022/8/20 午前 宮下　明聡 国際関係
ロシアのウクライナ侵攻――原因と今後の

見通し

ロシアのウクライナ侵攻は、発生からすでに半年近く

が経ち、多くの犠牲者や避難民を出しているにもかか

わらず、未だに解決の糸口が見えていません。なぜロ

シアは侵攻したのか？戦争は長期化するのか？和平の

見通しは？国際政治学の観点から侵攻の原因と見通し

をひもときます。

2022/8/20 午後 上原　伸元 国際関係
「進撃の巨人」は国境を越える！　- 「情報

政策論」から考える　-

皆さんの楽しんでいる漫画やアニメ、ドラマ等のコン

テンツ、スマホに代表されるIT機器等の身近な物が国

際関係に影響していると知ったらどう思いますか？

皆さんの知的好奇心に応えます。

2022/8/21 午前 花岡　修 国際関係
「英語学習を科学する」ー第二言語習得論

の観点から―

「英語頑張っているのに話せるようにならない」と悩

んでいませんか？言語習得を科学する学問「第二言語

習得論」に基づいてその理由を明かし、学習のあり方

を提案をします。

2022/8/21 午後 和田　仁 国際関係 OTA(オンライン旅行会社)から宇宙旅行まで

Microsoftから独立し世界一のOTAになった「エクスペ

ディア」、世界の民泊ブームを起こしたAirbnb、電気

自動車テスラのイーロン・マスクCEが力をいれる「宇

宙旅行」など。新しいデジタル技術とビジネスモデル

を活用したグローバル観光の進展、観光魅力度から見

たこれからの国際関係のヒントを考えます。
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開催日 実施時間 教員氏名 学部 タイトル 概要

2022/6/19 午前・午後 赤池　行平 人間社会（スポーツ系） 大事な部分は体幹だけではない

スポーツトレーニングに関して、最近では体幹部の重

要性が叫ばれているが、その体幹部だけではなく、も

う一つ大事な部分があるということを説明していく。

2022/7/23 午前・午後 髙橋　孝徳 人間社会（スポーツ系） 出来ないことが出来るようになる器械運動

苦手な方が多い逆立ち、開脚跳び、逆上がり。出来る

ためには必ずコツや手順があります。それを知ってい

れば成功にぐっと近づくはず。授業の様子を動画や資

料で紹介します。

2022/7/30 午前・午後 岩田　真一 人間社会（スポーツ系） メンタルとパフォーマンスの関係

スポーツ心理学の主要なテーマの一つである「メンタ

ルとパフォーマンスの関係」を取り上げ、不安や緊張

が競技パフォーマンスにどのように影響するのかにつ

いて解説します。

2022/8/20 午前・午後 三好　英次 人間社会（スポーツ系）
あなたはスポーツを”感覚”でやっていません

か？

プロの選手がインタビューでプレイについて問われる

と「そのへんは感覚でやってるんで、・・・ちょっと

説明しづらいですね」と答えたりします。選手はそれ

でOKです。では指導者は？

2022/8/21 午前・午後 上代　圭子 人間社会（スポーツ系）
だからスポーツイベントはやめられない！

－スポーツビジネスはお金がいっぱい－

スポーツでお金を稼ぐ、すなわち、ビジネスをすると

はどういうことなのか？本講義では、サッカーワール

ドカップを事例として、スポーツビジネスについて理

論的に理解することを目的とする。

2022/6/19 午前・午後 大矢　泰士 人間社会（福祉心理系）
自分はどんな性格？ ー心理検査を体験しよ

うー

心理的な援助の現場では、自己理解を深めるための心

理テストを使うことがあります。今回は、最も手軽で

よく使われる質問紙「エゴグラム」を体験し、結果の

見方を簡単に解説します。

2022/7/23 午前・午後 田中　信市 人間社会（福祉心理系）
心にふれてみよう―描画、物語、箱庭を通

してー

心は、自分の心でも見えないので、とらえることが難

しいですね。そこで、木の絵や風景画、自由画のよう

な描画や、絵を見て作った物語、ミニチュアを砂箱に

置いて世界を作る箱庭療法などを例に挙げて、いろい

ろな「心」にふれてみましょう。

2022/7/30 午前・午後 成瀬　麻夕 人間社会（福祉心理系） コミュニケーションのコツ

コミュニケーションでは聴く力が重要です。この体験

授業ではコミュニケーションで大事なポイントを確認

しながら、実際に色々なコミュニケーション取り方を

実験してみます。

2022/8/20 午前・午後 髙砂　美樹 人間社会（福祉心理系） 映画になった心理学実験

「実験」（邦題「エス」）はアメリカで実際に行われ

た心理学実験をベースにドイツで作られたサスペンス

映画です。この映画を紹介しながら、人間の行動の不

思議をひも解いていきたいと思います。

2022/8/21 午前・午後 小田切　紀子 人間社会（福祉心理系） 性格ってなんだろう

「あの人は性格いいね」「もっと〇〇の性格だったら

な」と日常的に使う「性格」ですが、性格とは何で

しょうか。変えることはできるのでしょうか。性格に

ついてお話しします。
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開催日 実施時間 教員氏名 学部 タイトル 概要

2022/6/19 午前・午後 山本　大誠 医療健康 こころ・からだ・理学療法

「からだ」の専門家である理学療法士が脳・感覚・意

識をキーワードに「こころ」を捉える意義はなにか？

模擬授業ではメンタルヘルスの理学療法について講義

します。

2022/7/23 午前・午後 窪田　智史 医療健康 足関節捻挫に対する理学療法

足関節捻挫は最も多く発生するスポーツ外傷である。

この授業では、足関節捻挫受傷後の特徴や現時点で最

も適切と思われる治療の概要を、体験を通じて理解し

ていただく。

2022/7/30 午前・午後 志村　圭太 医療健康
理学療法士の専門性を活かしたパラアス

リートの競技力強化サポート

この体験授業では、理学療法士によるパラアスリート

の競技力向上への取り組みを紹介するとともに、現場

で実施しているコンディションニングの一部を体験し

ていただきます。

2022/8/20 午前・午後 生田　太 医療健康 自分の体をエコーで見てみよう

患者さんの怪我を治すためには、体の構造を知ること

が大切です。この講義は、自分の怪我した部位がどう

なっているのか、運動器エコーを使って評価する体験

型の講義です。

2022/8/21 午前・午後 二宮　省悟 医療健康 スポーツと理学療法

体験授業は①理学療法士とは？②スポーツと理学療法

について，③活躍する環境について分かりやすく話し

ます．講義途中に足の効果的なストレッチを体験して

いただきます．楽しみながら学んで下さい．
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