
無形成果
（発表・そ

の他）

○成績評価の指標 〇成績評価基準（合計100点）○基本情報

科目名 広告論 （Advertisement Theory） 到達目標の観点 到達目標

2021年度 授業シラバスの詳細内容

15点 10点
単位数 2 　配当学年 / 開講期 2 年 / 前期

ナンバリングコード E20302
　大分類 / 難易度
　科目分野

経営経済学科 専門科目 / 標準レベル
マーケティング・流通

【関心・意欲・態度】 日常接する広告に対する興味と疑問を持つ視点

テスト
（期末試

験・中間確

提出物
（レポート・
作品等）

必修･選択区分
【知識・理解】 マーケティングと広告の仕組みの基礎を説明できる 50点

選択：経営経済学部
コース選択必修：情報メディア学科 情報コミュコース

※入学年度及び所属学科コースで異なる場合がありますので、学生便覧で必ず確認してください。
【技能・表現・
　コミュニケーション】

コミュニケーションの戦略の立案、具体的な広告の表現能力 　点 15点

ブランド学、マーケティング論、ｅビジネスマーケティング論

授業コード E035901 　クラス名 -

担当教員名 山内　勝義

（３）アクティブ・ラーニング 「ＰＢＬ（課題解決型学習）」

履修上の注意、
履修条件

入門コースですので、広告への興味、関心さえあれば理解できます。
常日頃、生活者として広告に向き合い、主観的に受容する感性と客観的に評価できる視点を持つこ
とを心がけてください。
毎日、意識して、インターネット、テレビ、ラジオ、新聞、雑誌、ＯＯＨ（交通・屋外広告）等の広告に触
れてください。
世の中の変化を感じる努力をしてください。

○成績評価の補足（具体的な評価方法および期末試験・レポート等の学習成果・課題のフィードバック方法）
毎回、予習の課題について考えたメモを提出してもらいます。
提出メモと期末テストの評価に加えて、出席状況、受講態度（質問への積極的解答）、グループ演習への主体的参画、等も
加味して総合評価します。

S:単位を取得するために達成すべき目標を、はるかに超えている
A:単位を取得するために達成すべき目標を超えている
B:単位を取得するために達成すべき目標に達している
C:単位を取得するために達成すべき目標に、ほぼ達している

教科書

【思考・判断・創造】 具体的な広告計画、実施、評価、修正の能力 　点 10点

特に、ありません

参考文献及び指定図書
岸志津江・田中洋・嶋村和恵「現代広告論（第３版）」有斐閣アルマ
佐藤尚之「ファンベース」ちくま新書
阿部広太郎「心をつかむ超言葉術」ダイヤモンド社

関連科目

地域志向科目 該当しない

実務経験のある教員に
よる授業科目

山内　勝義（やまのうち　かつよし）
１９８３年より２０１５年まで広告会社の電通に勤務し、広告主に向き合う最前線にて、チームリー
ダー（プロデューサー）として大手広告主のコミュニケーション戦略の策定・実施に携わっており、本
授業に豊富な実務経験を活かします。

○その他

授業の目的

広告を通じて、考える力、伝える力を学んでもらうことを目的としています。

広告に関する基礎知識を学ぶことによって、広告に対する興味、親しみを感じてもらいます。
広告の発信者と受け手の生活者の間のコミュニケーションの仕組みを理解することによって、広告
が世の中の変化と密接に連動しており、「広告は社会共通の文化資源」であることに気付いてもら
います。

将来的に何らかの形でコミュニケーションに関わる仕事に携わってみたいという思いのサポートも行
ないます。

・わからないことは、その都度、もしくは、研究室、メール等で積極的に質問してください。
・やって欲しいことがあれば、リクエストしてください。　なるべく対応するよう努力します。
・講義内容については、理解度や習熟度によって、内容を変更する場合があります。

・毎日、意識して広告に接触するようにしてください。
・毎日の生活の中でも、新しい発見はあります。　何事にも興味を持つようにしてください。
・自分が自由にできる時間は、自分で創るものです。　積極的に自由時間を創る努力をしてみてください。
・社会の変化を体感するために、積極的に街歩きをして、色々なことを感じてください。　但し、コロナ対策は充分に！
・何かを選ぶ時に、初めてのものを選んでみる冒険をしてみてください。（初めてのお店、食べ物、何でも良いです）
・小さなノート（メモ帳）を常に持ち歩き、気になったこと、思いついたこと等、すぐにメモする習慣をつけてください。

授業の概要

学生が最も多く接触するであろうインターネット、テレビはもとより、ラジオ、新聞、雑誌、ＯＯＨ（屋
外・交通）等の最新の広告事例の紹介を通じ、改めて広告に興味をもってもらいます。
その後、日本の広告の歴史と現状、色々なメディアの特性、広告に関する各種の法律や規制、海
外と日本の広告の違い等を学んでもらいます。
映像、動画を多く使用したり、クラスの中で積極的にＱ＆Ａを行って、常に興味が持てるクラスを心
がけます。
終盤では、広告コピーの作成演習や、広告計画の立案演習を行います。

授業の運営方法

（１）授業の形式 「講義形式」

（２）複数担当の場合の方式

○基本情報

「該当しない」



科 目 名 授業コード E035901 科 目 名 授業コード E035901
担当教員 担当教員

１. 9.

約2時間 約2時間
約2時間 約2時間

２. 10.

約2時間 約2時間
約2時間 約2時間

3. 11.

約2時間 約2時間
約2時間 約2時間

4. 12.

約2時間 約2時間
約2時間 約2時間

5. 13.

約2時間 約2時間
約2時間 約2時間

6. 14.

約2時間 約2時間
約2時間 約2時間

7. 15.

約2時間 約2時間
約2時間 約2時間

８. 16.

約2時間 約2時間
約2時間

2021年度 授業シラバスの詳細内容

学修内容 学修内容

最近の優秀な広告事例の分析①（テレビ、ネット、ラジオ） 広告メディア③（インターネット、ＯＯＨ、プロモーションメディア）

○授業計画
広告論 （Advertisement Theory）

○授業計画
広告論 （Advertisement Theory）

山内　勝義 山内　勝義

復習 授業での重要ポイントを自分で再確認する 復習 授業での重要ポイントを自分で再確認する

最近の優秀な広告事例の分析②（新聞、雑誌、ＯＯＨ） 中間振り返り（第９週までの講義の要点サマリー）と、グループ演習の説明

テレビ、ネット、ラジオの最近の優秀広告作品の事例鑑賞、解説。 広告媒体としてのインターネット、ＯＯＨメディア（屋外・交通）、その他、プロモーションメディア（新聞折込、ＤＭ、フリーペー
パー等）について、その特徴、メディア特性を学びます。

予習 最近、気になっている広告、好きな広告、嫌いな（不快な）広告を選んでおく 予習 最近、気になっているネット広告、屋外広告をそれぞれ一つずつ考えてくる

復習 授業での重要ポイントを自分で再確認する 復習 授業での重要ポイントを自分で再確認する

日本の広告の歴史と現状 コピーライティング

新聞、雑誌、ＯＯＨ（屋外・交通）の最近の優秀広告作品の事例鑑賞、解説。 ・これまでの９回の講義の内容理解確認のミニテスト（資料参照可）
・１５週目にグループで発表する広告計画立案演習の説明

予習 最近、気になっている広告、好きな広告、嫌いな（不快な）広告を選んでおく 予習 ミニテストのため、これまでの授業資料を整理して目を通した上で、持参する

復習 授業での重要ポイントを自分で再確認する 復習 授業での重要ポイントを自分で再確認する

マーケティングとは 広告のアート

日本の広告の発展の歴史を学び、時代ごとの広告の機能、役割を学び、現状の日本の広告概況を理解します。 広告は基本的に、コピーとアートから成り立っています。コピーについて学びます。実際に掲載された過去の優秀な広告のコ
ピーの表現、構造の学習。どのような言葉、表現が最も相応しいかのグループでの演習。

予習 最も古い広告はどんなものであっただろう？　自分なりに想像しておく 予習 これまでに自分が実際に触れた広告で、最も好きな広告コピーは何か、を考えてくる

復習 授業での重要ポイントを自分で再確認する 復習 授業での重要ポイントを自分で再確認する

ブランドとは 海外の広告

大学を卒業してなんらかのビジネスに携わると、多かれ少なかれ「もの」か「サービス」を「売る」という仕事、即ち、マーケティ
ングをすることになります。マーケティングとは何か、広告との関係は？などを学びます。

広告は基本的に、コピーとアートから成り立っています。著名なデザイナー、アートディレクターの仕事を学びます。

予習 「サービス」を「売る」とは、具体的にどんなもの・ことを売っているかを考えてくる 予習 これまでに自分が実際に触れた広告で、最も好きなデザイン、アートを考えてくる

復習 授業での重要ポイントを自分で再確認する 復習 授業での重要ポイントを自分で再確認する

広告の種類　広告会社 広告の管理に関する法律、制度、規制

近年、マーケティング領域で重要視されているブランドとブランドの価値について考察します。 海外の広告の実例を紹介して、日本との違い、その理由などを学びます。

予習 ブランドとは何か、を自分なりに定義してみる 予習 日本のテレビＣＭと比較してアメリカのＣＭはどんな特徴があると思うか、想像してくる

復習 授業での重要ポイントを自分で再確認する 復習 授業での重要ポイントを自分で再確認する

広告メディア①（新聞・雑誌） グループでの広告計画発表

目的・場合・時に応じて、広告の種類は多岐に渡ります。どんな広告があるのかを学びます。そして、広告の業界、広告会社
について学びます。

消費者保護のための広告に関する様々な法律、制度、規制について学びます。

予習 新聞広告の場合、どんな種類の広告があるか、５つ考えてくる 予習 自分が実際に触れた広告で、騙されたり、疑問を抱いたりした広告はなかったか、を考えてくる

復習 授業での重要ポイントを自分で再確認する 復習 今までの授業での重要ポイントを自分で再確認し、期末試験に備える

広告メディア②（テレビ、ラジオ） 期末試験

広告媒体としての新聞と雑誌について、その特徴、メディア特性を学びます。 グループで自分たちの好きな店（花屋、ラーメン店、等）のオーナーになってもらいます。その店の開店の告知広告の計画を
立案してもらい、発表します。

予習 新製品発表広告で、新聞、テレビ、ネットを使うなら、それぞれの役割は何かを考えてくる 予習 予行演習も含め、プレゼンテーションの準備

復習 授業での重要ポイントを自分で再確認する 復習

広告媒体としてのテレビ・ラジオについて、その特徴、メディア特性を学びます。 今期の授業の内容理解のテスト（資料参照は不可）

予習 最も最近にラジオの広告を聴いたのはいつで、何の広告だったかを考えてくる 予習 今までの授業での重要ポイントを自分で再確認し、期末試験に備える


