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■HX171 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

HX171／法学１ 

(Law 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
日本国憲法 

担当者名 

（Instructor） 
小野 義典(ONO YOSHINORI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
 

言語 

（Language） 
 

備考 

（Notes） 
2015 年度以前 1 年次入学者対象 

 

授業の目標（Course Objectives） 

(1)授業の目的 

 この授業の目標は、日本国憲法の本質を理解することにあります。憲法の本質の理解に当って、その必要となる事柄を、教授

することを予定しています。具体的には、憲法上の諸問題、憲法判例、様々な学説などを交えながら授業を進め、これらの事柄を

学生諸君が理解することにあります。また同時に、教養ある大学人の育成と、教員採用試験への対策を行うことも、考えていま

す。  

 

(2)修得できる力 

 日本国憲法に関する体系的な知識の習得と理解（知識・理解） 

 

(3)授業の到達目標 

 学習・教育の到達目標は、まず、日本国憲法で学ぶべき一通りの知識を身につけることにあります。それには、憲法がどのよう

に生まれ、そしてどのように運用されるのかを理解することが必要です。その上で、実定法解釈に於ける「通説」とはどのようなも

のなのか、自分自身が考える「正しい解釈」とはどのような解釈であるのか、最終的には、「憲法とは何か」あるいは「日本国憲法

とは何か」ということが、自分の言葉で説明できるようになることが到達目標です。 

 

授業の内容（Course Contents） 

 この授業の概要は、第一に、憲法の史的展開（憲法史・立法過程を含む制定経緯など）、第二に、日本国憲法の三大原理であ

る、国民主権・平和主義・基本的人権の尊重を中心に、日本国憲法を概観すること、第三に、日本国憲法が我が国の実社会に対

して、どのような影響を与えているのかを考える、という三点にあります。  

 なお、授業に際して、教員は、平易な言葉で、分かりやすく、かつ、双方向の対話を心掛けます。  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 法学１を学ぶ―オリエンテーション（開講に当っての説明、講義概観）とイントロダクション（講義導入） 

 受講する学生が、講義を受講する際の注意事項等や、憲法を学ぶ際の重点を理解することができる。 

2. 憲法史 

 受講する学生が、日本国憲法が制定されるまでの経緯を理解し、また、憲法の概念が生じた欧米の思想を説明すること

ができる。 

3. 日本国憲法上諭・前文、憲法の分類 

 受講する学生が、上諭、前文についての法規範性、裁判規範性などを理解し、大日本帝国憲法との比較を説明ことがで

きる。 

 受講する学生が、憲法の主な分類を理解することができる。 

4. 天皇 

 受講する学生が、国民主権と天皇の関係、象徴天皇制の問題、天皇の国事行為など、天皇に関する憲法上の諸規定を

説明することができる。 

5. 平和主義 

 受講する学生が、「戦力」についての学説を理解し、また、国際協調主義と平和主義の整合性などと共に、統治行為論を

説明することができる。 

6. 基本的人権（１）人権総論・国民の権利義務 

 受講する学生が、人権保障の歴史と、日本国憲法の人権保障について、権利義務関係と保障範囲を説明することができ

る。 

7. 基本的人権（２）包括的人権・新しい人権・平等権 

 受講する学生が、幸福追求権と新しい人権であるプライバシー権や名誉権、また平等権について、学説や判例を交えて

理解することができる。 

8. 基本的人権（３）自由権：精神的自由権 

 受講する学生が、人権の中でも、歴史のある自由権について、学説や判例を通じて理解することができる。 

9. 基本的人権（４）自由権：経済的自由権・身体的自由権 

 受講する学生が、経済的自由権の「二重の基準論」や、公権力からの不当な身体的拘束を制限する身体的自由権につい
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て理解することができる。 

10. 基本的人権（５）社会権・受益権・参政権 

 受講する学生が、生存権を中心とした社会権を、判例や学説を通じて理解し、また、受益権や参政権などを理解すること

ができる。 

11. 三権分立 

 受講する学生が、統治の機能である、司法（特に裁判所）・立法（特に国会）・行政（特に内閣）のしくみを理解することがで

きる。 

12. 選挙・政党 

 受講する学生が、民主政の主要なアクターである政党について、選挙の役割と選挙制度を併せて理解することができる。 

13. 財政・地方自治 

 受講する学生が、国家財政の制度、続いて、地方自治の本旨を理解することができる。 

14. 憲法保障 

 受講する学生が、最高法規としての憲法の役割、及び、憲法と条約の関係などを理解することができる。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

 事前の準備は、特にありません。法学の初学者であることを前提にして、授業を進めます。なお、授業を受講後は、よく復習をし

て下さい。 

 

 但し、社会科学の基礎となる知識を要求する科目である関係上、中等教育で培ったはずの、「公民」や「日本史」「世界史」「政治

経済（政治分野）」の知識が必要になることが多分にあります。良い機会であるから、これまで学んだ知識をまとめる意味でも、も

う一度見直すことも検討して下さい。 

 

 授業では、教員の作成したオリジナルのレジュメを配布します。このレジュメに従って、黒板への要点板書、及び口述筆記により

授業を進行させる予定です。また、授業中、受講する学生の皆さんは、教員の板書と並んで、教員が述べる講義の重要部分に関

して、詳細にノートして下さい。 

 

 授業は、教科書の各章を基準として進みます。また、日本国憲法の条文にも言及することが多々あります。従って、教科書の所

持が必須になります。必ず入手して下さい。 

 

 なお、本授業概要（シラバス）に沿って進む予定であるものの、第 14 回までの授業の内容が、場合によって多少の変動も有り

得ることを、受講する学生の皆さんは、了解して下さい。授業進行の詳細を、第 1 回目の授業の際に述べます。  

 

※本講義は、私語厳禁です。また、他の受講する学生の皆さんに対する学習の妨げとなる行為を禁止します。心して下さい。  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(100%) 

筆記試験で行います。（定期試験 100％）  成績評価は、期末の筆記試験の点数で評価を行います。点数配分は、期末の筆記

試験 100 点を満点とするものです。期末の筆記試験の未受験者に、教員は、成績評価を行うことが出来ません（追試験を除く）。

期末の筆記試験受験が成績評価の条件となるので、十分注意して下さい。また、授業への参加態度、あるいは、レポートや課題

をはじめとする提出物も成績評価に加味することがあります（但し、あくまでも、評価は筆記試験で行います）。評価方法の詳細

を、第 1 回目の授業の際に述べるので、必ず出席して下さい。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 野畑健太郎・東裕編、2017、『憲法学事始〔第二版〕』、一学舎 (ISBN:9784904027172) 

 

参考文献（Readings） 

※参考文献を、講義中に幾つか推薦します。 

※当該科目関係のものに留まらず、さまざまな書籍や新聞・雑誌等の活字に親しむことが望ましいです。   

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

http://www.facebook.com/?ref=logo#!/verfassungsrecht 

 

注意事項（Notice） 
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■HX172 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

HX172／法学２ 

(Law 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
法と法学の本質に迫ります（国際法を含む） 

担当者名 

（Instructor） 
小野 義典(ONO YOSHINORI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
 

言語 

（Language） 
 

備考 

（Notes） 
2015 年度以前 1 年次入学者対象 

 

授業の目標（Course Objectives） 

(1)授業の目的 

 この授業の目標は、法や法学の本質を理解することにあります。法や法学の本質の理解に当って、その必要となる事柄を、教

授することを予定しています。具体的には、法学の様々な分野の概説を行い、それぞれの法的諸問題、判例、学説などを交えな

がら授業を進め、これらの事柄を学生諸君が理解することにあります。また同時に、教養ある大学人の育成と、教員採用試験へ

の対策を行うことも、考えています。  

 

(2)修得できる力 

 法や法学に関する体系的な知識の習得と理解（知識・理解） 

 

(3)授業の到達目標 

 学習・教育の到達目標は、まず、法学で学ぶべき一通りの知識を身につけることにあります。また、日常の生活において紛争が

生じた際、どこに法的な問題があるのか、ということを自ら見つけ出す力を養うことにあります。それには、法がどのように生ま

れ、そしてどのように運用されるのかを理解することが必要です。その上で、実定法解釈に於ける「通説」とはどのようなものなの

か、自分自身が考える「正しい解釈」とはどのような解釈であるのか、最終的には、「法とは何か」あるいは「法学とは何か」という

ことが、自分の言葉で説明できるようになることと、今後、法律の学習が必要になった場合も、自らの力で学習を進めることが出

来るための基本を身につけ、法的なものの見方や考え方を養うことが到達目標です。 

 

授業の内容（Course Contents） 

   法は、実は身近な存在です（授業の中で詳細に触れます）。さらに、法学は、刑法や民法、商法などの法律学を学習するため

の入門段階として必要不可欠な科目です。この授業は、このような法や法学が、実社会に対して、どのような影響を与えているの

かを、受講する学生の皆さんが理解することにあります。 

 授業の進め方については、下記にある「授業計画」に沿って進むので、各自で参照して下さい。本授業に於いては、公法（憲法

や刑法、行政法など）、私法（民法や商法など）、社会法（労働法や社会保障法など）といった国内法に加え、国際法についても概

説し、法学全般についての理解を深めることを予定しています。 

 なお、授業に際して、教員は、平易な言葉で、分かりやすく、かつ、双方向の対話を心掛けます。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 法学 2 を学ぶ―オリエンテーション（説明・概観）とイントロダクション（導入） 

 受講する学生は、授業を受講する際の注意事項等や、法学を学ぶ際の重点を理解することができる。 

2. 国家と法―国家とは何か・法とは何か 

 受講する学生は、国家とは何か、ということが理解することができる。 

3. 実定法―法の存在形式 

 受講する学生は、法の分類や、法の存在形式について説明することができる。 

4. 裁判制度―紛争と裁判 

 受講する学生は、民事裁判や刑事裁判に関して、その違いや内容について説明することができる。 

5. 夫婦・子どもと法―家族とは何か 

 受講する学生は、家族法について理解することができる。 

6. 自己決定権―基本的人権の保障 

 受講する学生は、自己決定について理解することができる。 

7. 生命倫理と法―医療技術の進展と社会 

 受講する学生は、現在進行形で発展を遂げる科学技術に呼応した法のありかたについて説明することができる。 

8. 刑法―犯罪と刑罰 

 受講する学生は、罪刑法定主義や、犯罪の構成要件該当性、違法性、責任などを説明することができる。 

9. 社会保障―法による保障制度 

 受講する学生は、福祉国家と社会保障について理解することができる。 

10. 労働と法・消費者と法―労働者、消費者の保護 

 受講する学生は、労働法や消費者保護について理解することができる。 



 - 4 - 

11. 行政法―身近な行政法と行政作用 

 受講する学生は、行政に関する法について理解することができる。 

12. 環境と法―環境問題と法規制 

 受講する学生は、環境法の歴史的背景や、現在の環境法制について説明することができる。 

13. 国際社会と法（1）―国際社会を規律する法：国際法 

 受講する学生は、国際社会がどのような社会かを理解することができる。 

14. 国際社会と法（2）―国際組織 

 受講する学生は、国際連合や欧州連合などの国際機関について理解することができる。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

 事前の準備は、特にありません。法学の初学者であることを前提にして、授業を進めます。なお、授業を受講後は、よく復習をし

て下さい。 

 

 但し、社会科学の基礎となる知識を要求する科目である関係上、中等教育で培ったはずの、「公民」や「日本史」「世界史」「政治

経済（政治分野）」の知識が必要になることが多分にあります。良い機会であるから、これまで学んだ知識をまとめる意味でも、も

う一度見直すことも検討して下さい。  

 

 授業に際しては、教員の作成したオリジナルのレジュメを配布します。このレジュメに従って、黒板への要点板書、及び口述筆

記により授業を進行させる予定です。また、授業中、受講する学生の皆さんは、教員の板書と並んで、教員が述べる講義の重要

部分に関して、詳細にノートして下さい。 

 

 授業は、教科書の各章を基準として進みます。従って、教科書の所持が必須になります。必ず入手して下さい。 

 

 なお、本授業概要（シラバス）に沿って進む予定であるものの、第 14 回までの授業の内容が、場合によって多少の変動も有り

得ることを、受講する学生の皆さんは、了解して下さい。授業進行の詳細を、第 1 回目の授業の際に述べます。  

 

※本講義は、私語厳禁です。また、他の受講する学生の皆さんに対する学習の妨げとなる行為を禁止します。心して下さい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(100%) 

筆記試験で行います。（定期試験 100％）  成績評価は、期末の筆記試験の点数で評価を行います。点数配分は、期末の筆記

試験 100 点を満点とするものです。期末の筆記試験の未受験者に、教員は、成績評価を行うことが出来ません（追試験を除く）。

期末の筆記試験受験が成績評価の条件となるので、十分注意して下さい。また、授業への参加態度、あるいは、レポートや課題

をはじめとする提出物も成績評価に加味することがあります（但し、あくまでも、評価は筆記試験で行います）。評価方法の詳細

を、第 1 回目の授業の際に述べるので、必ず出席して下さい。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 小川富之ほか編、2016、『ロードマップ法学』、一学舎 (ISBN:9784904027158) 

 

参考文献（Readings） 

※参考文献を、講義中に幾つか推薦します。 

※当該科目関係のものに留まらず、さまざまな書籍や新聞・雑誌等の活字に親しむことが望ましいです。  

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

http://www.facebook.com/?ref=logo#!/verfassungsrecht  

 

注意事項（Notice） 
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■HX180 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

HX180／政治学 

(Political Science) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
民主主義って何だ？ 

担当者名 

（Instructor） 
藤井 達夫(FUJII TATSUO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
 

言語 

（Language） 
 

備考 

（Notes） 
2015 年度以前 1 年次入学者対象 

 

授業の目標（Course Objectives） 

近代民主主義の原理や制度についての基礎的な知識を得ること。 

近代民主主義に内在する問題を批判的に検討できること。 

履修生の各自がより望ましい民主主義のあり方を構想できること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

イギリスの EU離脱やトランプのアメリカ大統領就任といった出来事は，民主主義への失望や不信をいっそう高めたと言われてい

る。その判断は別として，このようなときだからこそ，民主主義という政治のそもそもの構想はどのようなものであったのか，その

実情はどうであるのかを再考することが求められている。そこで，この授業では，近代の民主主義に焦点を当てる。近代の民主

主義の基本原理，近代から現代にいたる民主主義の歴史，そして現在の民主主義が抱える諸問題を理論的視座から検討する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

――近年のポピュリズム現象を手掛かりに 

2. 籤こそ民主主義 

――古代アテナイの民主主義 

3. 対等な者たちからなる自由な社会 

――ルソーによる近代民主主義の基礎付け 

4. 国民主権の始源 

――ルソーの一般意思からシエイエスの憲法制定権力へ 

5. 少数者は擁護されねばならない 

――J.S.ミルによる多数者の暴政批判 

6. そして、議会は自滅し、国家は消滅する 

――マルクスとレーニンによる民主主義批判 

7. 治者と被治者の自同性としての民主主義 

――カール・シュミットによる議会主義批判 

8. 全体主義に対して議会を擁護する 

――ヴェーバーおよびケルゼンによる議会制度の正当化 

9. ポピュリズムと民主主義 

――代表制度の機能不全とポピュリズムの温床 

10. ルサンチマンと民主主義 

――社会連帯を破壊する新自由主義 

11. グローバル化と民主主義 

――例外状態の日常化が引き起こす民主主義の危機 

12. 地域社会と民主主義 

――現代の民主主義の学校はどこにある？ 

13. デモと民主主義 

――選挙だけが民主主義ではない 

14. 熟議と民主主義 

――多数決だけが民主主義ではない 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

下記の参考書や授業内で紹介される参考書に目を通すことが望ましい。 

必要があれば適宜指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(80%)/コメントシート(20%) 
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テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 森政稔、2008、『変貌する民主主義』、ちくま新書 

2. 水島治郎、2016、『ポピュリズムとは何か』、中公新書 

3. 待鳥聡史、2015、『代議制民主主義』、中公新書 

4. 橋場弦、2016、『民主主義の源流』、講談社学術文庫 

5. 齋藤純一、2017、『不平等を考える――政治理論入門』、ちくま新書 

上記以外の参考文献は、授業内で随時紹介していく。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■HX190 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

HX190／経済学 

(Economics) 

担当者名 

（Instructor） 
石井 優子(ISHI YUKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
 

言語 

（Language） 
 

備考 

（Notes） 
2015 年度以前 1 年次入学者対象 

 

授業の目標（Course Objectives） 

グローバル化する経済の現状と諸課題を読み解く。 

 

授業の内容（Course Contents） 

経済がグローバル化している昨今、国際経済への理解を深めることは非常に重要になっている。そこで、本講義では、伝統的な

国際経済学の理論、実態、制度的枠組み、諸課題について考察し、グローバル化する経済の理解を深めたい。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 経済のグローバル化とは？ 

3. 国際貿易の理論① 

4. 国際貿易の理論② 

5. 国際貿易政策 

6. 国際貿易システム 

7. 地域統合 

8. 直接投資と多国籍企業 

9. 国際収支と為替レート 

10. 国際通貨システム 

11. グローバル化と経済開発 

12. グローバリゼーション下の途上国 

13. 東アジアの奇跡と危機 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

特に指定せず、必要に応じて指示する 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(80%)/出席、リアクションペーパー(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特に指定せず、必要に応じて資料を配布する。 

 

参考文献（Readings） 

特に指定せず、必要に応じて紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■HX200 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

HX200／経営学 

(Business Management) 

担当者名 

（Instructor） 
黄 耀偉(WONG YIUWAI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
 

言語 

（Language） 
 

備考 

（Notes） 
2015 年度以前 1 年次入学者対象 

 

授業の目標（Course Objectives） 

経営学の基礎理論、知識を理解する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

経営学全般の基礎理論やフレームワークを観光学部の学生として、持ってほしい観点から講義しながら、色々なテーマや企業に

ついて、話す。履修する学生の人数によって、授業の形式を変わる。 

経営学全般を理解することは、企業を知るうえでの大きなスキルとなる。  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction  

2. 経済学基礎  

3. 財務会計  

4. 財務および株式市場  

5. 管理会計  

6. 意思決定  

7. ゲーム理論 

8. 税務システム 

9. マーケティング（１） 

10. マーケティング（２） 

11. 雇用構造 

12. 組織、報酬システム 

13. 戦略 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

本コースで紹介された知識を普段のニュースを見ながら、考えてほしい。  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/授業内レポート(30%)/出席・授業内貢献(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

会計学について、まったく知識のない学生へ推薦図書 

『なぜ、会計嫌いのあいつが会社の数字に強くなった?: 図だけでわかる財務 3 表』、東洋経済新報社、村上裕太郎 

 

注意事項（Notice） 
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■HX211 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／社会学１ 

(Sociology 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
社会と社会学のイメージを捉える 

担当者名 

（Instructor） 
入江 公康(IRIE KIMIYASU) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
 

言語 

（Language） 
 

備考 

（Notes） 

2015 年度以前 1 年次入学者対象 

人数制限科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

社会を捉える包括的な見方を学ぶ。社会学のイメージを捉える。 

（なお、「社会学１」「社会学２」と蓄積的に講義を進めるため、双方を受講することが望ましい。） 

 

授業の内容（Course Contents） 

社会学の基本的な概念や思考方法を紹介しながら、現代社会を把握する視点を獲得。「社会」は今あるものが昔からずっとそう

だったわけではなく、そこには歴史が存在している。そうした「社会」の歴史、すなわち変化を踏まえ、現代社会を考察する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 社会と近代化――社会学のはじまり 

3. 社会学の「古典」から １ 

4. 戦後の産業と社会 １ 工業化 

5. 戦後の産業と社会 ２ 脱産業化 

6. 「社会」の戦後史 

7. ジェンダーの視点から １ 

8. ジェンダーの視点から ２ 

9. カルチュラル・スタディーズについて １ 

10. カルチュラル・スタディーズについて ２ 

11. 「都市」――ニューアーバンソシオロジー 

12. 「家族」のつくられ方 

13. 「公害」の社会史 １ 

14. 「公害」の社会史 ２ 

15. 社会学の「古典」から ２ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

受講後、テキストおよびノートの読み返し、および講義中紹介された文献の探索を心掛けてほしいと思います。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(60%)/最終レポート(Final Report)(40%) 

適宜、講義時にリアクションペーパーを課し、出席票として扱います。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 入江公康、2018、『現代社会用語集』、新評論 (978-4-7948-1070-0C0030) 

 

参考文献（Readings） 

1. 入江公康、2008、『眠られぬ労働者たち』、青土社 (ISBN:978-4791763979) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

映像資料を適宜使用します。 

 

注意事項（Notice） 
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■HX212 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／社会学２ 

(Sociology 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
社会学のイメージを捉える・現代社会を捉える眼を持つ 

担当者名 

（Instructor） 
入江 公康(IRIE KIMIYASU) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
 

言語 

（Language） 
 

備考 

（Notes） 

2015 年度以前 1 年次入学者対象 

人数制限科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

現代社会を捉えるうえで、どのような社会学・社会思想・社会哲学的視角が必要か、を掴み取ってもらう。 

（なお、「社会学１」を踏まえて講義を進めるので、本講義「社会学２」は「社会学１」をあらかじめ受講していることが望ましい。） 

 

授業の内容（Course Contents） 

「現代社会」ということを多角的に捉えるべく、わりと新しい社会学、社会哲学的方法論などを駆使しながら講義を進める。その

際、社会の中の政治、社会運動、社会のダイナミズム、社会の中の価値の多様性、社会構造とその変化などに留意しながら「現

代社会」を読み解く。特に、「暴力」「力」といった点に着目し、それらを社会哲学的な抽象性にまでさかのぼって把握することに努

める。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. グローバルな社会・ポストグローバルな社会 １ 

3. グローバルな社会・ポストグローバルな社会 ２ 

4. 消費社会と戦争――＜帝国＞の時代 

5. 政治の始まりと社会運動――「政治」を社会の中から／で考える １ 

6. 政治の始まりと社会運動――「政治」を社会の中から／で考える ２ 

7. 「暴力」と社会――「構造的暴力」を考える １ 

8. 「暴力」と社会――「構造的暴力」を考える ２ 

9. 「生活史」から考える社会 

10. ＜ファシズム＞と大衆社会 

11. ＜ファシズム＞と権威主義的体制 

12. 優生思想と社会 １ 

13. 優生思想と社会 ２ 

14. ユートピアと社会――オルタナティヴな社会構想 １ 

15. ユートピアと社会――オルタナティヴな社会構想 ２ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

受講後、テキストおよびノートの読み返し、および講義中紹介した文献の探索などを心掛けてほしいと思います。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(60%)/最終レポート(Final Report)(40%) 

適宜、講義時にリアクションペーパーを課し、出席票として扱います。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 入江公康、2018、『現代社会用語集』、新評論 (978-4-7948-1070-0C0030) 

 

参考文献（Readings） 

1. 入江公康、2008、『眠られぬ労働者たち』、青土社 (ISBN:978-4791763979) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

視聴覚資料を多用します。 

 

注意事項（Notice） 
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■HX221 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／心理学１ 

(Psychology 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
他者理解と関わり方を考える 

担当者名 

（Instructor） 
近藤 育代(KONDO IKUYO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
 

言語 

（Language） 
 

備考 

（Notes） 

2015 年度以前 1 年次入学者対象 

人数制限科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

人間は社会的動物であると言われます。私たちは、身近なところでは家族、友人、そして学校や会社の人間関係など、様々な集

団・組織において他者と接しています。では、他者とより良く関わるために、どのような視点で人を理解すればよいのでしょうか。こ

の授業では、「発達」「社会」「臨床」の心理学的な知見を紹介し、人間を客観的に理解する能力を養うことを目標とします。 

 

授業の内容（Course Contents） 

心理学は、人の行動とその背後にある心理過程を理解することを目指す学問です。本講義では、その中でも、人の発達のプロセ

ス（対人関係や人格形成、認知の発達など）、他者や集団との関わりに影響する要因、そして、対人援助のアプローチについて取

り上げながら、他者をどのように理解し、関わるかについて、学んでいきます。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 発達の規定因 

3. 愛着による発達 

4. 人格発達のプロセス 

5. 認知発達のプロセス 

6. 自己認識の形成 

7. 他者認知の仕方 

8. 対人関係のあり方とコミュニケーション 

9. 集団における同調と服従 

10. リーダーシップのあり方 

11. 精神分析による心理援助の考え方 

12. クライエント中心療法による心理援助の考え方 

13. 行動療法による心理援助の考え方 

14. 認知行動療法による心理援助の考え方 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業内容について復習し、理解の不足している箇所がないか確認してください。疑問点があれば次回の授業時までに質問できる

ようにまとめておいてください。また、授業の中で紹介した理論や課題について、日常生活ではどのような場面に適用することが

できるか自分なりに考え、問題意識をもって授業に臨めるようにしてください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(70%)/授業内に行う小テスト(30%) 

2/3 以上の出席をしていない場合は、成績評価の対象としません。 

 

テキスト（Textbooks） 

テキストの指定はありません。必要な資料については授業中にプリントを配布します。  

 

参考文献（Readings） 

1. 岡市廣成・鈴木直人（監修）、（2014）、『心理学概論 第 2 版』、ナカニシヤ出版 (ISBN:4779508304) 

2. 鹿取廣人・杉本敏夫・鳥居修晃（編）、（2015）、『心理学 第 5版』、東京大学出版会 (ISBN:413012109X) 

3. 西本武彦・大藪泰・福沢一吉・越川房子（編）、（2009）、『テキスト現代心理学入門』、川島書店 (ISBN:4761008512) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業はパワーポイントを使用した講義形式で、レジュメを配布しながら行います。授業内容に関連した映像資料も適宜活用しま

す。また、毎回授業時に小テストを実施し、次回授業開始時にフィードバックを行います。 
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注意事項（Notice） 
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■HX222 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／心理学２ 

(Psychology 2) 

担当者名 

（Instructor） 
白石 智子(SHIRAISHI SATOKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
 

言語 

（Language） 
 

備考 

（Notes） 

2015 年度以前 1 年次入学者対象 

人数制限科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「人となり」や「心理的問題の理解と支援」について，心理学の基礎的な知識を身につけ，それらを生活の中で実践的に活かすこ

とを目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

「人となり」といえるパーソナリティを，心理学ではどのように捉えているのか，その諸理論について様々な心理学分野の知見に触

れながら学ぶ。そして，パーソナリティの発達の諸相，パーソナリティの偏りについての理解を深める。続いて，身近な心理的問題

について，その理解と支援を臨床心理学の知見から学ぶ。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション：何を学ぶか？ 

2. パーソナリティの捉え方 

3. 状況の影響 

4. 遺伝と環境 

5. 精神分析理論からみたパーソナリティ 

6. 学習理論からみたパーソナリティ 

7. 人間性心理学からみたパーソナリティ 

8. パーソナリティの発達 

9. パーソナリティの偏り 

10. 適応と不適応 

11. 抑うつの理解と支援 

12. 不安の理解と支援 

13. 予防の考え方 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時間外の学習については，必要に応じて別途指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

必要な資料は配布する。 

 

参考文献（Readings） 

授業中，適時紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

パワーポイントを使用した講義を中心とする。 

 

注意事項（Notice） 
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■HX225 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／心理学１ 

(Psychology 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
他者理解と関わり方を考える 

担当者名 

（Instructor） 
近藤 育代(KONDO IKUYO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
 

言語 

（Language） 
 

備考 

（Notes） 

2015 年度以前 1 年次入学者対象 

人数制限科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

人間は社会的動物であると言われます。私たちは、身近なところでは家族、友人、そして学校や会社の人間関係など、様々な集

団・組織において他者と接しています。では、他者とより良く関わるために、どのような視点で人を理解すればよいのでしょうか。こ

の授業では、「発達」「社会」「臨床」の心理学的な知見を紹介し、人間を客観的に理解する能力を養うことを目標とします。 

 

授業の内容（Course Contents） 

心理学は、人の行動とその背後にある心理過程を理解することを目指す学問です。本講義では、その中でも、人の発達のプロセ

ス（対人関係や人格形成、認知の発達など）、他者や集団との関わりに影響する要因、そして、対人援助のアプローチについて取

り上げながら、他者をどのように理解し、関わるかについて、学んでいきます。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 発達の規定因 

3. 愛着による発達 

4. 人格発達のプロセス 

5. 認知発達のプロセス 

6. 自己認識の形成 

7. 他者認知の仕方 

8. 対人関係のあり方とコミュニケーション 

9. 集団における同調と服従 

10. リーダーシップのあり方 

11. 精神分析による心理援助の考え方 

12. クライエント中心療法による心理援助の考え方 

13. 行動療法による心理援助の考え方 

14. 認知行動療法による心理援助の考え方 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業内容について復習し、理解の不足している箇所がないか確認してください。疑問点があれば次回の授業時までに質問できる

ようにまとめておいてください。また、授業の中で紹介した理論や課題について、日常生活ではどのような場面に適用することが

できるか自分なりに考え、問題意識をもって授業に臨めるようにしてください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(70%)/授業内に行う小テスト(30%) 

2/3 以上の出席をしていない場合は、成績評価の対象としません。 

 

テキスト（Textbooks） 

テキストの指定はありません。必要な資料については授業中にプリントを配布します。  

 

参考文献（Readings） 

1. 岡市廣成・鈴木直人（監修）、（2014）、『心理学概論 第 2 版』、ナカニシヤ出版 (ISBN:4779508304) 

2. 鹿取廣人・杉本敏夫・鳥居修晃（編）、（2015）、『心理学 第 5版』、東京大学出版会 (ISBN:413012109X) 

3. 西本武彦・大藪泰・福沢一吉・越川房子（編）、（2009）、『テキスト現代心理学入門』、川島書店 (ISBN:4761008512) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業はパワーポイントを使用した講義形式で、レジュメを配布しながら行います。授業内容に関連した映像資料も適宜活用しま

す。また、毎回授業時に小テストを実施し、次回授業開始時にフィードバックを行います。 
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注意事項（Notice） 

他学部履修不可 修得単位は他学部履修扱いとなる 
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■HX226 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／心理学２ 

(Psychology 2) 

担当者名 

（Instructor） 
白石 智子(SHIRAISHI SATOKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
 

言語 

（Language） 
 

備考 

（Notes） 

2015 年度以前 1 年次入学者対象 

人数制限科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「人となり」や「心理的問題の理解と支援」について，心理学の基礎的な知識を身につけ，それらを生活の中で実践的に活かすこ

とを目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

「人となり」といえるパーソナリティを，心理学ではどのように捉えているのか，その諸理論について様々な心理学分野の知見に触

れながら学ぶ。そして，パーソナリティの発達の諸相，パーソナリティの偏りについての理解を深める。続いて，身近な心理的問題

について，その理解と支援を臨床心理学の知見から学ぶ。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション：何を学ぶか？ 

2. パーソナリティの捉え方 

3. 状況の影響 

4. 遺伝と環境 

5. 精神分析理論からみたパーソナリティ 

6. 学習理論からみたパーソナリティ 

7. 人間性心理学からみたパーソナリティ 

8. パーソナリティの発達 

9. パーソナリティの偏り 

10. 適応と不適応 

11. 抑うつの理解と支援 

12. 不安の理解と支援 

13. 予防の考え方 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時間外の学習については，必要に応じて別途指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

必要な資料は配布する。 

 

参考文献（Readings） 

授業中，適時紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

パワーポイントを使用した講義を中心とする。 

 

注意事項（Notice） 

他学部履修不可 修得単位は他学部履修扱いとなる 
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■HX231 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

HX231／地理学１ 

(Geography 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
日本列島の生い立ちと自然環境を学ぶ 

担当者名 

（Instructor） 
中山 大地(NAKAYAMA DAICHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
 

言語 

（Language） 
 

備考 

（Notes） 
2015 年度以前 1 年次入学者対象 

 

授業の目標（Course Objectives） 

日本列島における地形・水文・気候といった自然環境と，そこで生活する人々との関わりを理解することを目標とする． 

 

授業の内容（Course Contents） 

日本列島を取り巻く自然環境と人間の相互作用について，地球規模から地域レベルまでの空間スケールを交えて講義する．パ

ワーポイントや Google Earth などを用い，ビジュアルな授業を行う．また，理解を深めるために一部地図を用いた作業も行う． 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス：本授業のねらい 

2. 相模原の河岸段丘と人々の生活(1)：地図を使って分析をする 

3. 相模原の河岸段丘と人々の生活(2)：図上作業の結果からわかること 

4. 相模原の河岸段丘と人々の生活(3)：水と人びとの生活 

5. 日本の地形区分(1)：海水準変動と平野の地形 

6. 日本の地形区分(2)：山地と平野 

7. 日本周辺の大地形(1)：地震と火山 

8. 日本周辺の大地形(2)：プレートテクトニクスと島弧—海溝系 

9. 日本の古地理変遷 

10. モンスーンと日本の冬 

11. 日本の豪雪災害 

12. 局地風と人びとの暮らし 

13. 北東ユーラシアにおける偏西風と日本の気候 

14. 大気大循環と世界の気候帯 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時に提示するキーワードについて，事前に調べてくること． 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(50%)/中間テスト(30%)/授業への貢献度(20%) 

中間テストは Blackboardを用いて実施する． 

 

テキスト（Textbooks） 

適宜プリントを配付する．プリントは授業支援システムからダウンロードできるようにする． 

 

参考文献（Readings） 

1. 杉谷隆・松本淳・平井幸弘、2005、『風景のなかの自然地理（改訂版）』、古今書院 (ISBN:9784772270175) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

作業に必要な器材（色鉛筆や物差しなど）については，Blackboard上で指示を出す． 

 

注意事項（Notice） 
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■HX232 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

HX232／地理学２ 

(Geography 2) 

担当者名 

（Instructor） 
中山 大地(NAKAYAMA DAICHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
 

言語 

（Language） 
 

備考 

（Notes） 
2015 年度以前 1 年次入学者対象 

 

授業の目標（Course Objectives） 

地図に関する歴史を紹介し，地図を使った様々な分析手法について学ぶ 

 

授業の内容（Course Contents） 

講義に加えて，地図を使った作業を行う 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業ガイダンス：地理情報科学とはなにか 

2. 地理的世界の表現法：紙の地図とデジタルマップ 

3. 日本における地図の歴史：最古の日本地図『行基図』1 

4. 日本における地図の歴史：最古の日本地図『行基図』2 

5. 日本における地図の歴史：江戸時代の地図 1 

6. 日本における地図の歴史：江戸時代の地図 2 

7. 日本における地図の歴史：伊能忠敬の日本地図 

8. 地理的データの取得方法：地図上の計測 

9. 見えないものを地図にする：コロプレスマップの作成 

10. 小学校区は適切か：ボロノイ分割による空間分割 

11. お客は何人見込めるか：面積按分による人口推定 

12. クリニックの多い場所はどこか：格子法による点パターン分析 

13. 小学校とクリニックに関係はあるのか：平均最短距離法による点パターン分析 

14. 混ざっている？混ざっていない？：Ｊｏｉｎ統計量による空間的自己相関 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時に提示するキーワードについて，事前に調べてくること． 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(50%)/提出物(30%)/授業への貢献度(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

適宜プリントを配付する．プリントは授業支援システムからダウンロードできるようにする． 

 

参考文献（Readings） 

1. 野上道男ほか、2001、『地理情報学入門』、古今書院 (ISBN:4130225006) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

作業に必要な器材（色鉛筆や物差しなど）については，Blackboard上で指示を出す． 

 

注意事項（Notice） 
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■HX241 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

HX241／日本史１ 

(Japanese History 1) 

担当者名 

（Instructor） 
茶谷 誠一(CHADANI SEIICHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
 

言語 

（Language） 
 

備考 

（Notes） 
2015 年度以前 1 年次入学者対象 

 

授業の目標（Course Objectives） 

19 世紀後半～20 世紀初頭における日本近代史を近代国家建設の過程や国際関係を中心に概観しながら， 大日本帝国時代の

国家のしくみについて理解を深めていく。 

 

授業の内容（Course Contents） 

本講義では，大日本帝国時代の日本の近代史について，「帝国主義」の視点から，国内政治体制の変遷や欧米諸国，アジア諸

国との国際関係を含めて紹介していく。対象時期の中心は，明治国家の建設過程から，1920年代までの帝国繁栄の時期を中心

とし，1930 年代の軍部の台頭までを取り扱う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス、近代国家建設への道（導入） 

2. 明治憲法体制 

3. 東アジア地域秩序の変動（日清戦争） 

4. 日本の帝国主義化（日露戦争） 

5. 第一次世界大戦 

6. 大衆社会と原内閣 

7. 憲政の常道 

8. 政党内閣制の時代 

9. 満蒙の危機と昭和恐慌 

10. 満州事変 

11. 満州国建国 

12. 国際連盟脱退 

13. 軍部の台頭 

14. メディアと戦争 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時に必要に応じて指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(60%)/出席を含む授業参加度(30%)/講義後のコメント点(10%) 

出席を重視するので，欠席や遅刻、途中退室には注意すること。出席は毎回とる。平常における出席状況を重視し、欠席や遅刻

が多い場合は，試験の成績にかかわらず，それだけで不合格の対象とするので注意すること。 

 

テキスト（Textbooks） 

テキストは指定せず，プリントを適宜配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 坂野潤治、2012 年、『近代日本政治史』、岩波書店 

2. 加藤陽子、2009 年、『それでも，日本人は「戦争」を選んだ』、朝日出版社 

3. 江口圭一、1991 年、『新版十五年戦争小史』、青木書店 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■HX242 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

HX242／日本史２ 

(Japanese History 2) 

担当者名 

（Instructor） 
高江洲 昌哉(TAKAESU MASAYA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
 

言語 

（Language） 
 

備考 

（Notes） 
2015 年度以前 1 年次入学者対象 

 

授業の目標（Course Objectives） 

【2018 年 8 月 27 日付変更】（変更理由：担当者変更のため） 

変更前： 

日中戦争以降の日本近現代史につき，政治外交史を中心に概観し，なぜ，日本が無謀な戦争へと突き進んでいったのかを理解

する。 

変更後： 

日中戦争以降の日本近現代史につき，政治外交史の視座と社会史の視座を通して概観し，なぜ，日本が戦争へと突き進んでい

ったのか支配・動員の構図，戦争の全体像，またその遺産について理解する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

【2018 年 8 月 27 日付変更】（変更理由：担当者変更のため） 

変更前： 

本講義では，大日本帝国時代の日本の近現代史について，帝国の崩壊過程，すなわち，中国大陸への膨張政策を契機に列強

との協調関係を崩壊させ，アジア太平洋戦争へと突入し，敗戦に至る 1930 年代から 40 年代の日本の姿を追っていく。授業後半

では占領期の新憲法成立や東京裁判を題材にあげ、戦後復興の裏面を紹介する。 

変更後： 

本講義では，大日本帝国時代の日本の近現代史について，帝国の崩壊過程，すなわち，中国大陸への膨張政策を契機に列強

との協調関係を崩壊させ，アジア太平洋戦争へと突入し，敗戦に至る 1930 年代から 40 年代の日本の姿を追っていく。授業後半

では占領期の新憲法成立や東京裁判といった戦後社会成立期の問題や，戦争遺跡や戦争観の問題も扱う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 【2018 年 8 月 27 日付変更】（変更理由：担当者変更のため） 

変更前： 

ガイダンス（講義内容，成績評価など） 

変更後： 

ガイダンス（講義内容，成績評価など）及び歴史の見方・考え方 

2. 【2018 年 8 月 27 日付変更】（変更理由：担当者変更のため） 

変更前： 

盧溝橋事件 

変更後： 

近代史の枠組み理解及び満州事変以降の展開 

3. 【2018 年 8 月 27 日付変更】（変更理由：担当者変更のため） 

変更前： 

日中戦争の長期化 

変更後： 

盧溝橋事件から日中戦争へ 

4. 【2018 年 8 月 27 日付変更】（変更理由：担当者変更のため） 

変更前： 

三国同盟 

変更後： 

30 年代の地域社会 

5. 【2018 年 8 月 27 日付変更】（変更理由：担当者変更のため） 

変更前： 

日米交渉 

変更後： 

三国同盟から日米開戦へ 

6. 【2018 年 8 月 27 日付変更】（変更理由：担当者変更のため） 

変更前： 

開戦前の国内情勢 

変更後： 
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総力戦体制の成立 

7. 【2018 年 8 月 27 日付変更】（変更理由：担当者変更のため） 

変更前： 

日米開戦 

変更後： 

戦時下の地域社会 

8. 【2018 年 8 月 27 日付変更】（変更理由：担当者変更のため） 

変更前： 

アジア・太平洋戦争の展開 

変更後： 

玉砕の島々―南洋諸島から沖縄戦まで 

9. 【2018 年 8 月 27 日付変更】（変更理由：担当者変更のため） 

変更前： 

戦局の悪化 

変更後： 

ポツダム宣言の受諾 

10. 【2018 年 8 月 27 日付変更】（変更理由：担当者変更のため） 

変更前： 

沖縄戦，原爆 

変更後： 

占領と新憲法の制定 

11. 【2018 年 8 月 27 日付変更】（変更理由：担当者変更のため） 

変更前： 

ポツダム宣言受諾と敗戦 

変更後： 

戦後東アジア世界の成立 

12. 【2018 年 8 月 27 日付変更】（変更理由：担当者変更のため） 

変更前： 

新憲法の成立 

変更後： 

東京裁判と靖国の戦後 

13. 【2018 年 8 月 27 日付変更】（変更理由：担当者変更のため） 

変更前： 

東京裁判と天皇免責 

変更後： 

戦争遺跡と観光 

14. 学期のまとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時に必要に応じて指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート(35%)/テスト(35%)/授業時のコメントなど(30%) 

【2018 年 8 月 27 日付変更】（変更理由：担当者変更のため）変更前：レポート試験【50％】平常点【50％ 内訳：出席を含む授業

参加度（30%)、講義後のコメント点（20％）】出席を重視するので，欠席や遅刻、途中退室には注意すること。出席は毎回とる。平

常の出席状況を重視し、欠席や遅刻が多い場合は，レポートの成績にかかわらず，それだけで不合格の対象とするので注意す

ること。変更後：平常点【100％ 内訳：レポート（35%)、テスト（35％）、授業時のコメントなど(30%) 】問題行動が目立つと減点という

措置もありうる。 

 

テキスト（Textbooks） 

とくに指定せず，講義時に適宜プリントを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 吉田裕・森茂樹、2007 年、『アジア・太平洋戦争』、吉川弘文館 

2. 加藤陽子、2016 年、『戦争まで』、朝日出版社 

3. 成田龍一、2012 年、『近現代日本史と歴史学』、中央公論新社 

4. 三谷太一郎、2017 年、『日本の近代とは何であったのか』、岩波書店 

【2018 年 8 月 27 日付変更】（変更理由：担当者変更のため） 

変更前： 

吉田裕・森茂樹、『アジア・太平洋戦争』、吉川弘文館、2007 年 

古川隆久、『「昭和天皇実録」講義』、吉川弘文館、2015 年 

加藤陽子、『戦争まで』、朝日出版社、2016 年 
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変更後： 

講義に直接関係するもの 

1. 吉田裕・森茂樹、『アジア・太平洋戦争』、吉川弘文館、2007年 

2. 加藤陽子、『戦争まで』、朝日出版社、2016 年 

日本近代史の枠組みや歴史学を学ぶ意味を考えるために 

3. 成田龍一、『近現代日本史と歴史学』、中央公論新社、2012年 

4. 三谷太一郎、『日本の近代とは何であったのか』、岩波書店、2017 年 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■HX251 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

HX251／外国史１ 

(World History 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
海域アジア史の展開 

担当者名 

（Instructor） 
坪井 祐司(TSUBOI YUUJI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
 

言語 

（Language） 
 

備考 

（Notes） 
2015 年度以前 1 年次入学者対象 

 

授業の目標（Course Objectives） 

１．海域アジアの歴史に関する基礎的な知識を体系的に習得し、世界史全体の流れのなかで理解する。 

２．講義の内容をふまえ、海域アジア史の諸問題に関して自らの見解を述べる力をつける。 

 

授業の内容（Course Contents） 

15 世紀から 19 世紀の東南アジアを中心とした海域アジアの歴史を解説する。東南アジアの沿海地域は海上交易路の要衝であ

り、交易を基盤とする港市国家という独特な政体が発展した。これらの港市では、様々な地域との間の文化、人間、商品の交流

により、多様性を持った社会が形成された。講義では毎回一つの港市をとりあげ、海上交易の展開とそれに伴う地域秩序の変化

という視角から論じることで、アジアの海域社会の特徴について考える。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 東南アジア地域 

3. アジアの交易世界と港市国家 

4. インド洋交易圏 

5. 南シナ海交易圏 

6. ポルトガル、スペインのアジア進出 

7. 東南アジアの日本人町 

8. オランダ東インド会社の覇権 

9. アジアのイスラム・ネットワーク 

10. 近世の王朝国家と海域世界 

11. 東南アジアにおける華人ネットワーク 

12. イギリスのアジア進出 

13. シンガポールの建設と海域アジアの秩序の変化 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

パワーポイント・スライドは事前に配布するので、予習として目を通しておくこと。参考文献もしくはその他の概説書の該当する箇

所を読んでおくこと。 

授業時に個別のテーマの参考文献を紹介するので、復習としてそれを読み、関心を深めていくことが望ましい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(60%)/コメントカード、小レポート(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

教科書は使用せず、パワーポイント・スライドと資料をもとに講義する形態をとる。 

パワーポイント・スライドは、blackboardに掲載する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 石井米雄、桜井由躬雄編、1999、『東南アジア史 I 大陸部（新版世界各国史 5）』、山川出版社 

2. 池端雪浦編、1999、『東南アジア史 II 島嶼部（新版世界各国史 6）』、山川出版社 

その他の参考文献は、授業中に適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■HX252 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

HX252／外国史２ 

(World History 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
アジア近代史の展開 

担当者名 

（Instructor） 
坪井 祐司(TSUBOI YUUJI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
 

言語 

（Language） 
 

備考 

（Notes） 
2015 年度以前 1 年次入学者対象 

 

授業の目標（Course Objectives） 

１．アジアの近代史に関する基礎的な知識を体系的に習得し、アジアにおける近代という時代に対する理解を深める。 

２．講義の内容をふまえ、アジア近代史の諸問題に関して自らの見解を述べる力をつける。 

 

授業の内容（Course Contents） 

19～20 世紀の東南アジアを中心としたアジア近代史の展開を論じる。東西交易の要衝で多様な人々や文化が交流してきた東南

アジアでは、近代の植民地化により現在の国境線がひかれ、言語や宗教を異にする多くの民族が共存する国家が形成された。

同時に、最近は地域統合や経済発展によって存在感を高めている地域でもある。講義では、外来の勢力や文化をとりいれ、多様

性を持ちながら成長する東南アジアの歴史を描く。そして、他地域との関係を視野に入れながら、アジアにおける近代という時代

の意味を議論する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 東南アジアの植民地化（１）19 世紀前半 

3. 東南アジアの植民地化（２）19 世紀後半 

4. 植民地経済の展開（１）自由貿易体制と輸出経済の形成 

5. 植民地経済の展開（２）アジア間交易の発展 

6. 近代東南アジア社会（１）都市の発展と移民の役割 

7. 近代東南アジア社会（２）農村社会の変化 

8. アジアにおけるナショナリズム（１）20 世紀初頭 

9. アジアにおけるナショナリズム（２）1920、30 年代 

10. 第二次世界大戦と日本軍政 

11. 東南アジア諸国の独立 

12. 冷戦構造とアジアの社会主義体制 

13. アジアの経済発展と開発体制 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

パワーポイント・スライドは事前に配布するので、予習として目を通しておくこと。参考文献もしくはその他の概説書の該当する箇

所を読んでおくこと。 

授業時に個別のテーマの参考文献を紹介するので、復習としてそれを読み、関心を深めていくことが望ましい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(60%)/コメントカード、小レポート(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

教科書は使用せず、パワーポイント・スライドと資料をもとに講義する形態をとる。 

パワーポイント・スライドは、事前に blackboardに掲載する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 石井米雄、桜井由躬雄編、1999、『東南アジア史 I 大陸部（新版世界各国史 5）』、山川出版社 

2. 池端雪浦編、1999、『東南アジア史 II 島嶼部（新版世界各国史 6）』、山川出版社 

上記以外の参考文献は、授業の中で適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■HX260 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

HX260／地誌学 

(Regional Geography) 

担当者名 

（Instructor） 
中牧 崇(NAKAMAKI TAKASHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
 

言語 

（Language） 
 

備考 

（Notes） 
2015 年度以前 1 年次入学者対象 

 

授業の目標（Course Objectives） 

授業では、日本地誌を通して、国土構造のあり方に関心を払いながら、現実に起きている多様な現象への認識を深め、考えるこ

とができるようにする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

授業では、地理的見方・考え方を身につけながら、自然現象（自然的条件）と人文現象（社会・経済的条件、歴史的条件）が密接

に関わって形成された地域の特徴を日本地誌をから学ぶ。関東地方（１都６県）、中部地方のなかから、新潟県・長野県・山梨県・

静岡県の事例地域をできるだけ多く取り上げることにより、他地域との比較・検討を行う。なお、関東地方の事例地域では、東京

（近世の江戸）が多く登場するが、東京と埼玉との関係、東京と埼玉の比較・検討も行いたい（新座の地誌は、日本地誌で取り上

げる）。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス（地理学とは何か） 

2. 地理的（地誌的）見方・考え方につぃて 

3. レポートの作成について 

4. 「東京」のさまざまなイメージ・範囲について 

5. 東京が大都市として歩みはじめた経緯―近世の江戸のまちづくりから― 

6. 近世の江戸における地域構造の特色 

7. 明治期の東京における地域構造の特色 

8. 大正期～昭和中期（高度経済成長期以前）の東京における地域構造の特色 

9. 高度経済成長期以降の東京圏における市街地の拡大 

10. 北関東を中心とした産業の役割―首都圏の連携のなかで考える― 

11. 新潟県における冬季の気候の特色―群馬県との対比― 

12. 新潟県における積雪と人間生活との関係 

13. 長野県・山梨県・静岡県を中心とした交通体系の現状 

14. 長野県・山梨県・静岡県における産業の役割と地域振興の展開 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

事前学習・事後学習の内容とあわせて授業時に指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(65%)/受講状況(25%)/レポート点(10%) 

※受講状況（25％）は出席を重視します（必要に応じて小課題を出す予定です）。 

 

テキスト（Textbooks） 

青木英一・北村嘉行『世界を読む 改訂版』（原書房、2005 年発行）の該当ページ（一部）を、発行以後の地域変容を踏まえて加

筆・修正した内容を配布プリントとして用いる（『世界を読む』を新たに購入する必要はない）。二宮書店 or帝国書院の地図帳を持

参すること。 

 

参考文献（Readings） 

配付プリントに提示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

第１回目の授業（ガイダンス）に出席することがきわめて重要である。なお、授業計画は履修者の人数などにより、変更することが

ある。 

 

注意事項（Notice） 
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■HX271 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

HX271／生涯学習概論１ 

(Introduction to Lifelong Education 1) 

担当者名 

（Instructor） 
小川 誠子(OGAWA SEIKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
 

言語 

（Language） 
 

備考 

（Notes） 
2015 年度以前 1 年次入学者対象 

 

授業の目標（Course Objectives） 

生涯学習に関わる基本的な考え方を社会教育との関連で把握した上で、多様な学習機会に対する理解を通して、生涯学習概念

を具体的に捉えていくことを目標としている。 

 

授業の内容（Course Contents） 

生涯学習という言葉は、1965 年、ユネスコの提言を契機として、国際的に普及・浸透し現在に至る。この授業では、生涯学習の

概念とその社会的意味について詳述し、社会教育との関連で解説を加えていく。また、カナダにおける生涯学習の展開を踏まえ

て、比較的観点から日本の生涯学習について考察する。生涯学習概念の具体的な理解を深めるためには、多様な学習機会にも

目を向けることが重要となる。ここでは、専修学校、企業、ボランティア活動における教育・学習活動を取り上げる。なお、海外・国

内での訪問調査記録は、映像を含めた総合的な理解を深めるために、パワーポイントを用いて紹介したいと考えている。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 社会教育の概念 (1)一般的概念と法制上の概念 

3. 社会教育の概念 (2)具体的内容 

4. 生涯学習の理念 

5. 生涯学習論の生成と展開   

6. 日本における生涯学習の展開 

7. 中間テスト 

8. カナダにおける生涯学習の展開 

9. 成人学習者の特性 

10. 多様な学習機会 (1)専修学校を中心として 

11. 多様な学習機会 (2)企業内教育を中心として―その構造 

12. 多様な学習機会 (3)企業内教育を中心として―その具体的事例 

13. 多様な学習機会 (4)ボランティア活動―カナダとの比較的観点から 

14. 最終テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回の授業で学んだことを、よく復習しておくこと。なお、予習や課題に関しては、第 1 回目の授業で詳しく述べる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(40%)/中間テスト(30%)/ミニレポート①(15%)/ミニレポート②(15%) 

 

テキスト（Textbooks） 

使用しない。必要な時は資料を準備する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 倉内史郎・鈴木眞理編、1998年、『生涯学習の基礎』、学文社 

2. 鈴木眞理・永井健夫・梨本雄太郎編、2011 年、『生涯学習の基礎』、学文社 

3. 鈴木眞理・松岡廣路編、2006年、『社会教育の基礎』、学文社 

4. 鈴木眞理・松岡廣路編、2003年、『生涯学習と社会教育』、学文社 

5. 三輪建二著、2010 年、『生涯学習の理論と実践』、放送大学教育振興会 

6. 日本生涯教育学会編、『生涯学習研究ｅ事典』（http://ejiten.javea.or.jp） 

その他、必要に応じて授業時に紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

生涯学習概論２、社会教育施設論１・２の履修もあるとさらに理解が深まる。 
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注意事項（Notice） 
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■HX272 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

HX272／生涯学習概論２ 

(Introduction to Lifelong Education 2) 

担当者名 

（Instructor） 
小川 誠子(OGAWA SEIKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
 

言語 

（Language） 
 

備考 

（Notes） 
2015 年度以前 1 年次入学者対象 

 

授業の目標（Course Objectives） 

生涯学習概念の基礎的理解を前提としつつ、社会的要請にもとづく生涯学習についての理解を深めることを目的としている。 

 

授業の内容（Course Contents） 

生涯学習概念は、個人的要請と社会的要請の 2 つの要請から成り立っている。この授業では特に、社会的要請からの生涯学習

に位置づく現代的課題に焦点を据えることによって、生涯学習概念の総合的理解を深めていくことをめざしている。具体的な現代

的課題として、「高齢社会」「少子社会」における諸問題に注目し、それぞれの社会において求められている課題について考察を

加える。それらの考察を通して、履修者自身が、「高齢社会」「少子社会」をどのように生きていくのかについて考えていくことがで

きるような授業展開に努める。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 生涯学習と現代的課題―生涯学習の社会的基底 

3. 高齢社会と生涯学習 1―高齢者をとりまく状況 

4. 高齢社会と生涯学習 2―教育老年学と高齢者教育学 

5. 高齢社会と生涯学習 3―高齢者の特性を生かした学習支援① 

6. 高齢社会と生涯学習 4―高齢者の特性を生かした学習支援② 

7. 中間テスト 

8. 少子社会と生涯学習 1―少子社会の状況と考察する枠組 

9. 少子社会と生涯学習 2―子どもを育む社会づくりに向けて 

10. 少子社会と生涯学習 3―異年齢交流の事例「どんぐりクラブ」 

11. 少子社会と生涯学習 4―異年齢交流の事例「寺子屋事業」 

12. ワーク・ライフ・バランス 1―その生成と展開 

13. ワーク・ライフ・バランス 2―育児休業制度を中心として 

14. 最終テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回の授業で学んだことを、よく復習しておくこと。なお、予習や課題に関しては、第 1 回目の授業で詳しく述べる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(40%)/中間テスト(30%)/ミニレポート①(15%)/ミニレポート②(15%) 

 

テキスト（Textbooks） 

使用しない。必要な時は資料を準備する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 鈴木眞理・小川誠子編、2003年、『生涯学習をとりまく社会環境』、学文社 

2. 鈴木眞理・永井健夫・梨本雄太郎編、2011 年、『生涯学習の基礎』、学文社 

その他、必要に応じて授業時に紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

生涯学習概論１、社会教育施設論１・２の履修もあるとさらに理解が深まる。 

 

注意事項（Notice） 
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■HX281 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

HX281／社会教育施設論１ 

(Facilities for Adult Education 1) 

担当者名 

（Instructor） 
小川 誠子(OGAWA SEIKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
 

言語 

（Language） 
 

備考 

（Notes） 
2015 年度以前 1 年次入学者対象 

 

授業の目標（Course Objectives） 

生涯学習との関連で、人びとの学習活動を支援する社会教育施設の役割について検討する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

人びとの生涯学習支援のなかで、公民館・博物館などの社会教育施設が果たす役割について詳述する。その際、社会教育施設

ボランティアの自己形成や、カナダを中心とした諸外国の類似施設にも注目することによって、日本における社会教育施設の意

味・役割について考察を深めていく。また、この授業では、社会教育施設に対する具体的な理解を深めるために、履修者それぞ

れが博物館・公民館を見学し、そこで学んだ内容をレポートにまとめることが求められる。プレゼンテーションが求められることも

ある。施設見学の内容に関しては、初回の授業で説明する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 社会教育施設の意味① 

3. 社会教育施設の意味② 

4. 生涯学習行政の概要 

5. カルチャーセンター―公民館との比較的観点から① 

6. カルチャーセンター―公民館との比較的観点から② 

7. 公民館の活動をめぐる諸問題① 

8. 公民館の活動をめぐる諸問題② 

9. 公民館の活動をめぐる諸問題③  

10. 公民館の活動をめぐる諸問題④ 

（公民館視察の報告会） 

11. 博物館の活動をめぐる諸問題① 

12. 博物館の活動をめぐる諸問題② 

13. 博物館の活動をめぐる諸問題③ 

14. まとめ（プレゼンテーション） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回の授業で学んだことを、よく復習しておくこと。なお、課題に関しては、第 1 回目の授業で詳しく述べる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/公民館ミニレポート(20%)/受講態度＜ディスカッションなどでの授業の貢献度やリアクションペー

パーへの記入状況を含む＞(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 鈴木眞理・井上伸良・大木真徳編、2015、『社会教育の施設論』、学文社 (ISBN:978-4-7620-2513-6) 

必要な時は資料を準備する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 鈴木眞理・守井典子編、2003年、『生涯学習の計画・施設論』、学文社 

2. 碓井正久・倉内史郎編、1996年、『新社会教育』、学文社 

3. 鈴木眞理・松岡廣路編、2006年、『社会教育の基礎』、学文社 

4. 鈴木眞理・津田英二編、2003年、『生涯学習の支援論』、学文社 

5. 鈴木眞理他編、2011 年、『生涯学習の基礎』、学文社 

6. 大堀哲他編、1999 年、『博物館概論』、樹村房 

7. 大堀哲他編、2005 年、『博物館概論』、学文社 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

社会教育施設論２、生涯学習概論１・２の履修もあるとさらに理解が深まる。 
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注意事項（Notice） 
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■HX282 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

HX282／社会教育施設論２ 

(Facilities for Adult Education 2) 

担当者名 

（Instructor） 
小川 誠子(OGAWA SEIKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
 

言語 

（Language） 
 

備考 

（Notes） 
2015 年度以前 1 年次入学者対象 

 

授業の目標（Course Objectives） 

生涯学習との関連で、人びとの学習活動を支援する社会教育施設の役割について検討する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

社会教育施設論１の未履修者へも配慮し、社会教育施設の概況を説明した上で、特に、図書館・青少年教育施設・女性教育施

設（男女共同参画センターを含む）の活動をめぐる諸問題について講述する。その際、社会教育施設ボランティアの自己形成に

注目することによって、社会教育施設の意味・役割について検討する。また、この授業では、社会教育施設に対する具体的な理

解を深めるために、履修者それぞれが図書館などを見学し、そこで学んだ内容をレポートにまとめることが求められる。プレゼン

テーションが求められることもある。施設見学の内容に関しては、初回の授業で説明する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 社会教育施設の概況 

2. 青少年教育施設の活動をめぐる諸問題① 

3. 青少年教育施設の活動をめぐる諸問題② 

4. 青少年教育施設の活動をめぐる諸問題③ 

5. 青少年教育施設の活動をめぐる諸問題④ 

6. 青少年教育施設の活動をめぐる諸問題⑤ 

7. 図書館の活動をめぐる諸問題① 

8. 図書館の活動をめぐる諸問題② 

9. 図書館の活動をめぐる諸問題③ 

10. 図書館の活動をめぐる諸問題④ 

（図書館視察の報告会） 

11. 女性教育施設の活動をめぐる諸問題① 

12. 女性教育施設の活動をめぐる諸問題② 

13. 女性教育施設の活動をめぐる諸問題③ 

14. まとめ（プレゼンテーション） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回の授業で学んだことを、よく復習しておくこと。なお、課題に関しては、第 1 回目の授業で詳しく述べる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/図書館ミニレポート(20%)/受講態度＜ディスカッションなどでの授業の貢献度やリアクションペー

パーへの記入状況を含む＞(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 鈴木眞理・井上伸良・大木真徳編、2015、『社会教育の施設論』、学文社 (ISBN:978-4-7620-2513-6) 

必要な時は資料を準備する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 鈴木眞理・守井典子編、2003年、『生涯学習の計画・施設論』、学文社 

2. 鈴木眞理・松岡廣路編、2006年、『社会教育の基礎』、学文社 

3. 北嶋武彦編、2005 年、『図書館概論』、東京書籍 

4. 植松貞夫他編、2005 年、『図書館概論』、樹村房 

5. 塩見昇編、2008 年、『図書館概論』、日本図書館協会 

6. 小田光宏編、2005 年、『図書館サービス論』、日本図書館協会 

7. 日本生涯教育学会編、『生涯学習研究ｅ事典』（http://ejiten.javea.or.jp） 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

社会教育施設論１，生涯学習概論１・２の履修もあるとさらに理解が深まる。 
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注意事項（Notice） 
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■HX291 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

HX291／社会教育計画１ 

(Planning for Adult Education 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
社会教育に関係する理論 

担当者名 

（Instructor） 
米澤 朋英(YONEZAWA TOMOHIDE) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
 

言語 

（Language） 
 

備考 

（Notes） 
2015 年度以前 1 年次入学者対象 

 

授業の目標（Course Objectives） 

社会教育，生涯学習に関係する理論を中心に解説し，計画と立案に必要な考え方と知識を身につける。 

 

授業の内容（Course Contents） 

社会の急激な変化と学習者のニーズの多様化により，生涯学習・社会教育の現場では実践的な対応が必要になっている。 

この講義では，現在の成人学習者の特性，学習メディアの特性，教授・学習理論などの理論的な枠組みの理解を,教育学等の理

論を通して学習し，社会教育計画・生涯学習振興計画を作る上で必要な知識と技術を身につけてもらう。 

※一部、生涯学習概論などと重複する内容がある。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 社会教育と生涯学習 

2. 社会教育主事の仕事 

3. 社会教育に関連する法律 1 

4. 社会教育に関連する法律 2 

5. 社会教育施設（中間課題出題 予定） 

6. 成人学習者の特性 

7. 成人が学習する動機 

8. 教育理論 

9. 指導と支援のタイミング 

10. 指導・支援の方法と技術 

11. 指導・支援の組織 

12. 立案のためのブレーンストーミングと KJ法 

13. 社会教育と教育メディア 

14. 評価理論 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

中間課題は学外での学習活動が必要になる。その他については復習が中心になる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(80%)/中間課題(20%) 

中間課題がある。レポートを提出してもらう。内容は講義中に指示する。 

 

テキスト（Textbooks） 

レジュメを毎時間配布する。再配布はしない。 

 

参考文献（Readings） 

授業時に適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

出欠確認は毎回行う。 

その他の講義の進め方や受講時の注意事項については 1 回目の講義で説明する。 

 

注意事項（Notice） 
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■HX292 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

HX292／社会教育計画２ 

(Planning for Adult Education 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
調査と計画の立案 

担当者名 

（Instructor） 
米澤 朋英(YONEZAWA TOMOHIDE) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
 

言語 

（Language） 
 

備考 

（Notes） 
2015 年度以前 1 年次入学者対象 

 

授業の目標（Course Objectives） 

生涯学習・社会教育における事業計画の手法と社会教育調査の理論と方法について理解する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

社会教育計画１で学習する理論や概念は理解していることを前提に授業を進めるので,社会教育計画１を履修してから受講しても

らいたい。 

社会教育計画２では，いくつかの自治体の事例を取り上げ解説する。 

後半は社会教育調査の考え方，手法について解説する。 

社会教育計画１の理論的な内容とは異なり，事例的，実践的な内容である。 

調査や予算計等を作成してもらう中間課題がある。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンスと生涯学習と社会教育 

2. 社会教育計画の基本的な考え方 

3. 社会教育計画の実際１（総論） 

4. 社会教育計画の実際２（各論） 

5. 社会教育計画の実際３（用語と表現等） 

6. ニーズの把握と社会教育調査（中間課題 予定） 

7. 社会教育調査１（調査の必要性） 

8. 社会教育調査２（調査のフロー） 

9. 社会教育調査３（サンプルの抽出１） 

10. 社会教育調査４（サンプルの抽出２） 

11. 社会教育調査５（質問文の作り方１） 

12. 社会教育調査６（質問文の作り方２） 

13. 著作権の考え方 

14. 社会教育と著作権 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

中間課題は学外での学習活動が必要になる。その他については復習が中心になる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(80%)/中間課題(20%) 

中間課題として，設定した条件を満たす計画書の提出がある。 

 

テキスト（Textbooks） 

必要に応じて、レジュメと資料を配布する。再配布はしない。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

出欠確認は毎回行う。 

その他の講義の進め方や受講時の注意事項,採点基準の詳細については 1 回目の講義で説明する。 

 

注意事項（Notice） 
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■HX301 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

HX301／職業指導概論１ 

(Career Guidance 1) 

担当者名 

（Instructor） 
佐々木 尚毅(SASAKI NAOKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
 

言語 

（Language） 
 

備考 

（Notes） 
2015 年度以前 1 年次入学者対象 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 ・生徒一人ひとりのキャリア発達を支援するために、その基礎として、支援指導援助の対象である子どもと若者の社会化過程を

理解する。・現代社会における社会化の歪みの背景について理解する。・現代の日本社会を理解する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

 子どもは歳をとるだけではオトナにならない。オトナになって自然と働き始めるものでもない。そこに必要なのは成熟である。職

業指導とは，児童生徒が自己の将来の「進路・職業」を自律的・自立的に選択できるように援助する教育活動である。そのために

はまず何よりも、援助対象である児童生徒を理解することが必要である。本講は、日本の子どもの現状を理解する。同時に、受

講者自身が援助者として自己について理解することも目指す。また、受講者自身がこれからどう生きていくかを考える。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション-なぜ学ぶのか、何を学ぶのか- 

2. 社会化(1)-あなたはどこから来たのか- 

・子どもはどのようにして大人になるのか。・大人とは、子どもとは。 

3. 社会化(2)-「私の頭はコンピュータ」- 

・支配し管理する親、応えようとする子ども。・「生きる力」、「学力」。 

4. 社会化(3)-あなたは何故ここにいるのか- 

・育児と育自。・子育てと子育ち。 

5. 社会化(4)-社会化の現代的特質- 

・子どもの育ち、若者の現状。・見誤られる「教育問題」の本質。・近年の教育政策の動向。 

6. 高度経済成長と家族の変化-「男は外で仕事、女は家庭で家事育児」- 

 ・男と女の社会学。・少子高齢社会の必然。・ジェンダーバイアスと少子化の関係。 

7. 現代日本の姿(1)-2000 年『人口白書』の警告、2014 年 IMFの勧告- 

・各種統計が描く日本の現在。・各種統計から描く日本の未来。 

8. 現代日本の姿(2)-ジェンダー・バイアスの中の日本人- 

・働くことと生きること。・世界の中の日本。 

9. 現代日本の姿(3)-子供たちの自己肯定感- 

・貧困と自己肯定感。・日本のソーシャル・インクルージョン。 

10. 世界は何を目指すのか(1)-ソーシャル・インクルージョン- 

．「生まれは運命だ」。・男女平等からの出発。 

11. 世界は何を目指すのか(2)-民主主義の実験国家スウェーデン- 

・「国は国民の家」。 

12. 世界は何を目指すのか(3)-北欧の国々の挑戦- 

・「国は国民の家」。・EU。 

13. 自分をみつめる-指導・支援・援助- 

・大人として。・親として。・教師として。 

14. まとめ-あなたはどう生きるのか- 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

第一回目授業「イントロダクション」以外は、次の授業までに読んでおくべき資料などを配布する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(60%)/リアクションペーパー兼出席票(20%)/授業内に指示する提出物(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

・パワーポイントを使用した講義形式。パワーポイントの重要箇所は適宜プリントして配布する。映像資料を活用する。リアクショ

ン・ペーパーの提出を求め、次回の授業の中で活用する。 

・可能な限り、しょうがいに応じた支援を行う(気軽に。まずは相談しましょう)。 

・履修希望者は、第一回目の授業に必ず出席すること。 

 

注意事項（Notice） 
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■HX302 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

HX302／職業指導概論２ 

(Career Guidance 2) 

担当者名 

（Instructor） 
佐々木 尚毅(SASAKI NAOKI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
 

言語 

（Language） 
 

備考 

（Notes） 

2015 年度以前 1 年次入学者対象 

集中講義：8 月 2 日（木）・6 日（月）・7 日（火）各 1～5 時限 

 

授業の目標（Course Objectives） 

生徒一人ひとりにふさわしいキャリアを形成していくために必要な意欲・態度や能力を育てるための実践的な指導力を身につけ

ることを目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

職業指導とは，生徒に「君はどう生きるか」を問う教育活動である。 

生徒が自己の将来の「進路・職業」を自立的・自律的に選択できるように援助する教育活動であり，学校教育において「進路指

導」といわれ，生徒に自己の「生き方」「あり方」を見つめさせる教育活動である。本講では，キャリア教育への理解を通して「進路

指導」の実践的な指導力を身につける。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション-何を学ぶのか。なぜ学ぶのか- 

2. 年齢と職業(1)-人は歳を取るだけでは大人にならない- 

3. 年齢と職業(2)-人は子どもを生むだけでは親にはなれない- 

4. 年齢と職業(3)-知識だけでは“先生”にはなれない- 

5. 職業指導・進路指導・キャリア教育の歴史と展開(1)-アメリカ- 

6. 職業指導・進路指導・キャリア教育の歴史と展開(2)-日本①- 

7. 職業指導・進路指導・キャリア教育の歴史と展開(3)-日本②- 

8. 進路指導・キャリア教育実践のための手順 

9. 進路指導・キャリア教育実践のための教師の役割 

10. 「キャリア教育」実践の具体的検討(1) 

11. 「キャリア教育」実践の具体的検討(2) 

12. 「キャリア教育」実践の具体的検討(3) 

13. 「キャリア教育」実践の具体的検討(4) 

14. 「キャリア教育」実践の具体的検討(5) 

15. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

初日第 1 時間目の授業には必ず出席すること。資料を配付する。二日目はその資料についての討議を行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/授業内に指示する提出物(40%)/授業への参加姿勢(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

・前半の授業は、パワーポイントや映像資料を使った講義形式です。 

・受講者がテーマを決めて、それについて資料を蒐集しパワーポイントを使って発表します。 

・可能な限り、しょうがいに応じた支援をします。配布する資料の準備などもあるので、早めに相談しましょう。 

 

注意事項（Notice） 
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■HX311 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

HX311／商法１ 

(Commercial Law 1) 

担当者名 

（Instructor） 
金澤 大祐(KANAZAWA DAISUKE) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
 

言語 

（Language） 
 

備考 

（Notes） 
2015 年度以前 1 年次入学者対象 

 

授業の目標（Course Objectives） 

会社の設立から、会社の機関、会社の資金調達、企業買収に至るまでの規制や利害調整の原理等の会社法上の基本的な知識

を理解し、併せて、具体的な事例について、当該事例における事実関係を踏まえて、会社法を適用して、一定の結論を導きだせ

るようになること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

授業にあたっては、授業計画に記した各事項について、抽象的な法理論のみでなく、できるだけ実際の裁判例や実務の動向を紹

介し、また書式なども用いながら、具体的に考える内容としたい。授業においては、適宜、質疑応答を行うことを予定している。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 株式会社の設立手続と会社の能力 

2. 株主の地位と株主間の利害調整 

3. 株式の内容と株式の流通 

4. 会社の資金調達方法 

5. 株主総会の手続と運営 

6. 株主総会決議の瑕疵 

7. 取締役の選解任と取締役会 

8. 取締役の義務、取締役の報酬 

9. 企業会計と監査役、指名委員会等設置会社と監査等委員会設置会社 

10. 役員等の対会社責任と対第三者責任 

11. 組織再編総論 

12. 組織再編の手続 

13. 組織再編における救済手段 

14. 総復習 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

準備学習の指示は、適宜講義内にて行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(80%)/授業参加度(10%)/小テスト(10%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 山下友信・宇賀克也、2017、『ポケット六法 平成３０年版』、有閣斐 

2. 松嶋隆弘、2015、『会社法講義３０講』、中央経済社 

 

参考文献（Readings） 

1. 根田正樹、2014、『アプローチ商法』、弘文堂 

2. 岩原紳作ほか、2016、『会社法判例百選第３版』、有斐閣 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■HX312 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

HX312／商法２ 

(Commercial Law 2) 

担当者名 

（Instructor） 
金澤 大祐(KANAZAWA DAISUKE) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
 

言語 

（Language） 
 

備考 

（Notes） 
2015 年度以前 1 年次入学者対象 

 

授業の目標（Course Objectives） 

企業取引について、取引主体に関わる問題、各種取引に関わる問題、取引の決済に関わる問題とに分けて検討し、商法や関連

法令の条文や制度などの基本的な知識を理解する。 

また、具体的な事例に、当該事例における事実関係を踏まえて、商法や関連法令を適用し、一定の結論を導き出せるようにな

る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

授業にあたっては、取引主体に関わる問題、各種取引に関わる問題、取引の決済に関わる問題について、抽象的な法理論のみ

ならず、できるだけ実際の裁判例や実務を紹介し、また統計や書式なども用いながら、具体的に考える内容としたい。 

また、授業においては、適宜、質疑応答を行うことを予定している。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 商人・商行為概念と商号 

2. 企業取引総論 

3. 商事売買取引 

4. 消費者契約 

5. 販売信用取引と特定商取引 

6. 代理商と仲立人 

7. 問屋と運送取扱人 

8. 運送取引と倉庫取引 

9. 場屋取引と電気通信事業 

10. 手形の振出と裏書 

11. 手形所持人の保護 

12. 電子記録債権 

13. 電子マネー 

14. 総復習 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

準備学習の指示は、適宜講義内において行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(80%)/授業参加度(10%)/小テスト(10%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 根田正樹、2014、『アプローチ商法』、弘文堂 

2. 山下友信・宇賀克也、2017、『ポケット六法 平成３０年版』、有斐閣 

 

参考文献（Readings） 

1. 江頭憲治郎・山下友信、2008、『商法(総則・商行為)判例百選第５版』、有斐閣 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■HX315 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

HX315／自然地理学 

(Physical Geography) 

担当者名 

（Instructor） 
中山 大地(NAKAYAMA DAICHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
 

言語 

（Language） 
 

備考 

（Notes） 
2015 年度以前 1 年次入学者対象 

 

授業の目標（Course Objectives） 

地球環境と人間活動を理解するために，自然地理学の重要な思考法と基礎知識を身につけることを目標とする． 

 

授業の内容（Course Contents） 

地球環境と人間活動の相互作用に関する話題を紹介する授業を通して自然地理学の基礎的な知識を身につけると共に，我々

が生活している地球について考える場とする． 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション：自然地理学の考え方 

2. 環境と文化・文明(1)：クラシックホテルと火山 

3. 環境と文化・文明(2)：日本は噴火で滅んだことがある 

4. 環境と文化・文明(3)：池袋と志木の間で富士山に登れる 

5. 環境と文化・文明(4)：コロッセオはコンクリートで作られている 

6. 環境と文化・文明(5)：京都には洪水になると浮かぶ橋がある 

7. 東地中海の自然地理(1)：イスラエルにもスキー場がある 

8. 東地中海の自然地理(2)：アブラハムはなぜハランを通ってカナンへ行ったのか 

9. 東地中海の自然地理(3)：エルサレムには 2700 年前に作られた水道トンネルがある 

10. 東地中海の自然地理(4)：オレンジとナツメヤシとチーズバーガー 

11. 環境変化と人類(1)：地球温暖化は人間活動が原因か？ 

12. 環境変化と人類(2)：7 万 4 千年前，人類は一万人まで減ってしまった 

13. 環境変化と人類(3)：ハンニバルの象つかい 

14. 環境変化と人類(4)：赤ずきんちゃんと雪女 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時に提示するキーワードについて，事前に調べてくること． 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(50%)/課題の提出状況(30%)/授業への貢献度(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

適宜プリントを配付する．プリントは授業支援システムからダウンロードできるようにする． 

 

参考文献（Readings） 

作業に必要な器材（色鉛筆や物差しなど）については，Blackboard上で指示を出す． 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 



 

  



 

 

 

 


