
シラバス詳細
タイトル「2022年度シラバス」、カテゴリ「経済経営学類」

和⽂・英⽂ボタンを押すことで、和⽂↔英⽂の切り替えができます。

曜⽇・時限

講義室

科目種別

⽊６

通常講義





後期では、現地プロジェクトと連携しながら、前期で得た知⾒を活かし、実際の成果をもとに、取り組みに関連する解決策を共同で提案し、そ
してプロジェクトの将来に向けた具体的な提⾔をまとめます。

単位認定基準

1) You can work efficiently as a diverse team in a self-guided environment.

2) You can plan and execute projects in real business situations.

3) You can communicate Fukushima from the perspective of students to the world.

1) ⾃⽴した環境の中で、多様なチームとして効率的に仕事ができる。
2) 実際のビジネスの場でプロジェクトを企画し、実⾏することができる。
3) 学⽣の目線で福島を世界に発信できる。

授業計画

1) Course introduction, outline of Course Goals and Rules

2) Team Building Week

3) Analysis of 2021 projects and group work

4) Lecture #1 (Current Status of Fukushima)

5) Guest Lecturer#1 (TBA)

6) Planning and Writing your group proposal

7) Finalizing group proposals

8) Mid-term presentation

9) Guest Lecturer#2 (Revitalization Agency)

10) Final planning week

11) Project execution week 1 (no class- just meetings)

12) Project execution + updates and reflection

13) Project execution + updates and reflection

14) Final Project presentation

15) Wrap-up and Reflection

1) コース紹介、授業目標とクラスルールの確認
2) チームビルディング
3)昨年のプロジェクトの分析
4)現在の福島の課題のおさらい
5) ゲスト講師#１
6) グループ提案の企画と作成
7) グループ提案の最終調整
8) 中間発表
9) ゲスト講師＃２
10) 最終計画プランニング
11) プロジェクト実⾏週1（授業はなく、ミーティングのみ
12）プロジェクト実⾏＋アップデートと振り返り
13) プロジェクトの実⾏＋アップデートと振り返り
14) プロジェクトの最終プレゼンテーション
15) ラップアップと振り返り

授業計画（週形式）



教材・教科書

All necessary readings will be provided by the teacher

参考図書

Fukushima; Today and Tomorrow.

参考URL

授業外の学修、及び必要な学修時間

Based on the Japanese university credit system, a minimum of 30 hours of out-of-class study time is required. Expected activities include:(1)

Meeting with group members outside of class. (2) Monitoring project work using Miro and other online platforms.(3) Deepening your

understanding of overseas news coverage of Fukushima through non-Japanese newspapers, television, and the Internet.

成績評価の⽅法

Group contribution * both peer and individual evaluation 50%

Mid-term (Project Proposal) 20%

Final Group presentation 30%

成績評価の基準

S: Satisfies credit approval standards and achieves excellent academic results in all areas (90-100 points)

A: Satisfactory performance in many areas and meeting credit approval standards (80-89)

B: Satisfies credit approval standards and achieves excellent academic results in some areas (70-79 points)

C: Satisfied the minimum academic requirements for credit (60-69 points)

F: Failed to meet credit approval standards (~59 points)

S: 単位認定基準を満たし、かつ全ての項目で優秀な学修成果をあげた（90〜100点）
A: 単位認定基準を満たし、かつ多くの項目で優秀な学修成果をあげた（80〜89点）
B: 単位認定基準を満たし、かついくつかの項目で優秀な学修成果をあげた（70〜79点）
C: 単位認定基準を満たす最低限の学修成果をあげた（60〜69点）
F: 単位認定基準の学修成果をあげられなかった（〜59点）

オフィスアワー

Fridays 3rd and 4th period (appointment will be required)

授業改善・⼯夫

Course content and pace will be modified accordingly to the language levels of the students

授業の内容とペースは受講者の語学レベルに応じて順次調整されます。

留意点・注意事項

今年度は、ICL-Channlesの⼀環として、他⼤学からの⽇本⼈学⽣・留学⽣を迎えて実施されます。原則、同時双⽅向型のオンライン授業となり




