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■FA001 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

聖書と人間                       新座 

(Biblical Anthropology) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
歴史・文化事象との関連のうちに多様な視座から聖書を知る 

担当者名 

（Instructor） 
土居 由美(DOI YUMI) 

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） 
CMP2100 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

聖書に関する基本的知識を身につけると共に聖書の読み方・捉え方について吟味する。また，聖書と歴史及び社会的・文化的諸

事象との関連を学ぶ。 

 

授業の内容（Course Contents） 

聖書の基本構成と成立史概要，聖書への多角的アプローチの仕方を知りながら，選択した幾つかのテクストを読む。その際，記

述された宗教思想と意味について考察を深める他，聖書が特定の宗教を超え様々な文化事象に影響を及ぼしてきた点にも注目

する。授業では適宜視聴覚教材を用いる。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション（世界宗教とキリスト教/聖書という書物について) 

2. 聖書成立史/解釈略史/写本の伝搬と翻訳/構成について 

3. 聖書本文の読解と考察① 

（基本的人間観と世界観、神観「創世記」1-3 章を中心として） 

4. 聖書本文の読解と考察② 

（基本的人間観と世界観、神観「創世記」4-5 章を中心として） 

5. 聖書の読解と考察③ 

（基本的人間観と世界観、神観「創世記」6-11 章を中心として） 

6. 聖書の読解と考察④ 

（人間の性質について「出エジプト記」～「申命記」前編） 

7. 聖書テクストの読解と考察⑤ 

（人間の生き方について「出エジプト記」～「申命記」中編） 

8. 聖書テクストの読解と考察⑥ 

（律法について。「出エジプト記」～「申命記」後編） 

9. 聖書テクストの読解と考察⑦ 

（旧約聖書から新約聖書へ「マルコ福音書」から） 

10. 聖書テクストの読解と考察⑧ 

（比較しながら読む「福音書」さまざまなエピソード） 

11. 聖書テクストの読解と考察⑨ 

（比較しながら読む「福音書」さまざまなエピソード） 

12. 聖書テクストの読解と考察⑩ 

（「パウロの書簡」「ヨハネの手紙」から考える人と人とのあり方） 

13. 聖書テクストの読解と考察⑪（聖書とさまざまな文化事象の関わりを考える） 

14. 総括（人々が聖書をどのように読んできたのかという問題及び私達各々が聖書をどのような視点から捉え接してゆくのかと

いう問題について） 

 

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

聖書に対して多様な視点からの関心を持って接する心構えを持って下さい。授業中の私語は禁止。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(70%)/出席および授業への参加度(30%) 

授業中の私語は禁止。 

 

テキスト（Textbooks） 

授業毎にレジュメ及び聖書本文のコピーを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

授業中に適宜指示する。 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FA002 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

聖書考古学                       新座 

(Biblical Archaeology) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
「聖書」と「考古学」はどう関わってきたか 

担当者名 

（Instructor） 
宮崎 修二(MIYAZAKI SHUJI) 

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） 
CMP2100 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2016 年度以降 1 年次入学者対象科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「聖書」という宗教文書の理解に考古学はどのような役割を果たすのか。考古学調査に対して、聖書信仰はどのような影響を与え

てきたのか。両者の関係の歴史を辿りながら、聖書研究、考古学研究、西アジア古代史研究の将来を展望する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

講義形式で、聖書思想、イスラエル史研究、考古学調査の関係をそれぞれの立場から多角的に検討していく。それぞれの分野に

ついての入門的な知識にも触れていく。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション、「聖書考古学」とはなにか 

2. 聖書における歴史と考古学 １（「聖書」という書物について） 

3. 聖書における歴史と考古学 ２（歴史的・地理的概観） 

4. イスラエルの起源から見る聖書と考古学（１）時代像 

5. イスラエルの起源から見る聖書と考古学（２）聖書解釈と考古学 

6. 古代の生活を探る（１）Household Archaeology とフェミニズム 

7. 聖書考古学の歴史（１）前史と黎明期 

8. 聖書考古学の歴史（２）方法論の進展 

9. 聖書時代の文化的考察の諸相（１）アブラハムは実在したのか？ 

10. 聖書時代の文化的考察の諸相（２）王国時代史 

11. 古代史の中の「聖書」の地：「海の民」と「1200 年問題」 

12. 古代イスラエル宗教と考古学 

13. 古代の生活を探る（２）エスニシティと物質文化 

14. まとめ 

 

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

「テキスト」に指定した書籍のうち、長谷川「聖書考古学」、山我「聖書時代史」を学期中に各自通読すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(70%)/中間課題１(10%)/中間課題２(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 長谷川修一、2013、『聖書考古学』、中央公論新社 (ISBN:978-4-12-102205-9) 

2. 長谷川修一、2014、『旧約聖書の謎』、中央公論新社 (ISBN:978-4-12-102261-5) 

3. 山我哲雄、2003、『聖書時代史 旧約篇』、岩波書店 (ISBN:978-4006000981) 

4. 長谷川修一、2011、『ヴィジュアル BOOK 旧約聖書の時代と世界』、日本キリスト教団出版局 (ISBN:978-4818407916) 

5. 月本昭男、1994、『目で見る聖書の時代』、日本基督教団出版局 (ISBN:978-4818401938) 

 

参考文献（Readings） 

1. Seymour Gitin, ed.,. 2006. Confronting the Past: Archaeological and Historical Essays on Ancient Israel in Honor of William G. 
Dever. Eisenbrauns (ISBN:978-1575061177) 

2. Jennie Ebeling et al, eds.,. 2017. The Old Testament in Archaeology and History . Baylor Univ Press (ISBN:978-1481307390) 

3. Thomas Levy, ed.. 2005. The Bible and Radiocarbon Dating: Archaeology, Text and Science,. Routledge (ISBN:978-

1845530570) 

4. William Dever. 2002. What Did the Biblical Writers Know and When Did They Know It?: What Archaeology Can Tell Us About 
the Reality of Ancient Israel. Eerdmans (ISBN:978-0802821263) 

5. P. M. Michèle Daviau. 1993. Houses and Their Furnishings in Bronze Age Palestine: Domestic Activity Areas and Artefact 
Distribution in the Middle and Late Bronze Ages. Sheffield Academic Press (ISBN:978-1850753551) 

6. Oded Lipschits et al, eds.. 2017. Rethinking Israel. Studies in the History and Archaeology of Ancient Israel in Honor of Israel 
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Finkelstein. Eisenbrauns (ISBN:978-1-57506-787-2) 

7. Eric H. Cline ed.,. 2015. 1177 B.C.: The Year Civilization Collapsed. Princeton Univ Press (ISBN:978-0691168388) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FA004 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

イスラームの世界                    新座 

(World of Islam) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
イスラームの基礎知識とムスリム社会 

担当者名 

（Instructor） 
小野 仁美(ONO HITOMI) 

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） 
CMP2100 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2016 年度以降 1 年次入学者対象科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

この授業では、世界に広がるイスラーム教徒が共有するイスラームの基本的な価値観をまず学び、その上で、ムスリム社会の抱

える問題や、多彩な魅力を知ることを目指す。 

 

授業の内容（Course Contents） 

イスラームについての知識習得と理解は、現代世界に生きる私たちにとって必須の事項であると考える。授業では、イスラームの

基礎知識を解説しつつ、イスラーム教徒の社会生活のあり方を、さまざまな角度から紹介したい。パワーポイントを使用した講義

形式で、映像資料や現物資料なども適宜活用する。授業の順序や内容は、進捗状況に応じて若干の変更の可能性がある。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業のねらいと進め方：イスラーム世界概説 

2. ハラール・ビジネスと日本 

3. イスラームともてなしの文化 

4. イスラームの儀礼行為：礼拝、断食、巡礼 

5. ユダヤ教、キリスト教、イスラーム 

6. 映画で学ぶイスラームの世界（１） 

7. パレスチナ問題とイスラームの世界 

8. 映画で学ぶイスラームの世界（２） 

9. 「アラブの春」とイスラーム主義 

10. 聖典クルアーンとムスリム社会 

11. 預言者ムハンマドの言行録（ハディース）とムスリム社会 

12. シーア派とスンナ派 

13. イスラームの美術 

14. イスラームの建築 

 

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

予習として、授業で紹介する次週のテーマに関する参考文献を読むこと。 

復習としては、もう一度参考文献を読み、理解を深めること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(50%)/コメントペーパー、授業参加態度、質問等(50%) 

授業中のスマホ使用、私語、周囲に迷惑となる行為等は減点の対象となる。 

 

テキスト（Textbooks） 

毎回レジュメを配布する。テキストはとくに指定しない。 

 

参考文献（Readings） 

1. 酒井啓子、2014、『酒井啓子『中東から世界が見える:イラク戦争から「アラブの春」へ』、岩波書店 (ISBN:978-4-005-007677) 

2. 佐藤次高、2009、『イスラーム 知の営み』、山川出版社 (ISBN:978-4-634-47461-1) 

その他の参考文献は、各回の授業時に紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FA005 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

「宗教」とは何か                    新座 

(What is  religion ?) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
宗教学入門 

担当者名 

（Instructor） 
江川 純一(EGAWA JUNICHI) 

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） 
CMP2100 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2016 年度以降 1 年次入学者対象科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「宗教」という概念＝用語の多角的な検討や系譜学的な考察により、「宗教」という言葉に敏感になることを目指す。 

 

授業の内容（Course Contents） 

本授業は、個別の宗教についての解説ではなく、「宗教」概念についての考察である。 

具体的には、19 世紀後半以降の科学的宗教研究（宗教学）の流れを紹介しながら、「宗教」と学問的に向き合うとはどういうこと

かについて論じる。 

「信じる」でも「遠ざける」でもなく、「《宗教》について知る」という立場について考察したい。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. はじめに 日本は本当に「無宗教」なのか？ 

2. 「宗教」概念をめぐる諸問題（1） ビリーフとプラクティス 

3. 「宗教」概念をめぐる諸問題（2） 「民俗宗教」 

4. 「宗教」はどのように研究されてきたか（1） 問題の所在 

5. 「宗教」はどのように研究されてきたか（2） 霊魂論 

6. 「宗教」はどのように研究されてきたか（3） 最高存在論 

7. 神観念の諸相 

8. 「原始宗教」「未開宗教」論 

9. マギア（呪術、魔術、魔法）論 

10. 神話をいかに解釈するか（1） 19 世紀の神話学 

11. 神話をいかに解釈するか（2） 20 世紀の神話学 

12. 儀礼の検討（1） 理論編 

13. 儀礼の検討（２） 事例編 

14. 贈与が持つ意味 

 

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

配布プリントを必ず復習すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/中間レポート（2 回）(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

毎回プリントを配布する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

文献リスト http://d.hatena.ne.jp/pettazzoniano/20141226/1419569886 

 

注意事項（Notice） 
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■FA006 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

現代社会と人間                     新座 

(Contemporary Society and Humanity) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
学校から職業への移行と人生の展望を考える：社会的格差の連鎖・蓄積の社会学研究 

担当者名 

（Instructor） 
中西 啓喜(NAKANISHI HIROKI) 

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） 
CMP2100 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

現代の日本における学校から職業への移行に関するいくつかの問題 (Problem) を考え､ そうした諸問題に対してどのようなスタ

ンスをとるべきかを理解する｡  

 

授業の内容（Course Contents） 

近年、社会階層論の分野を中心に「格差の連鎖・蓄積」という現象および概念が注目されています。この授業では、学歴社会論

や労働社会学分野で蓄積されてきた議論を踏まえつつ､ 現代の ｢仕事｣ や ｢働き方｣ に関する講義を行います｡ 履修者には､ 

毎回リアクションペーパーの提出を求め､ それを通じて授業への積極的な参加を期待します｡  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション：なぜ ｢良い｣ 学校の卒業者が優遇されるのか？：学歴社会論から考える格差の連鎖・蓄積 

2. 就職活動はなぜ在学中に行うのか？：学校から職場へ  

3. 労働における ｢勝ち組｣ とは誰か？：技術革新と仕事・職場の変化 

4. 蛙の子は蛙かⅠ？：社会移動の基礎を学ぶ  

5. 学力格差の社会学研究の動向１：日本の〈学力〉はどのように語られてきたか？ 

6. 学力研究の最前線１：学力格差は加齢とともに連鎖・蓄積する？ 

7. 学力研究の最前線２：学力格差を乗り越えるためにはどうすれば良いのか―子どもの努力？親の努力？学校や教師の努

力？ 

8. 学力格差の社会学研究の動向２：学力研究を社会学的にどのように検討するのか？ 

9. 蛙の子は蛙かⅡ？女性の社会移動はどのようであるか 

10. 専業主婦は幸せか？：女性の雇用形態を概観する  

11. 看護師はなぜ女性ばかりか？：性別職域分離、総合職と一般職､ 昇進のゆくえ  

12. 公務員という働き方：日本の公務員は優遇されている？ 

13. 「正しい」子育てはあるのか？：日本の公教育費について検討する 

14. まとめ：連鎖・蓄積する不平等を理解し、「正しい社会」を考えてみる  

 

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

わからないことがあれば、自身で調べ、そのうえで教員に積極的に質問することを期待します。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(80%)/授業態度(10%)/リアクションペーパー(10%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 中西啓喜、2017、『学力格差拡大の社会学的研究：小中学生への追跡的学力調査結果が示すもの』、東信堂 

課題図書は、講義内容およびレポート試験の課題に必要であるため購入することが望ましい。 

 

参考文献（Readings） 

1. 橘木俊詔、2008、『女女格差』、東洋経済新報社 

2. 筒井淳也、2015、『仕事と家族 - 日本はなぜ働きづらく、産みにくいのか』、中公新書 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FA007 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

哲学への扉                       新座 

(Door to Philosophy) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
「知ること」と「思い出すこと」 

担当者名 

（Instructor） 
本郷 朝香(HONGOU ASAKA) 

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） 
CMP2100 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2016 年度以降 1 年次入学者対象科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

哲学において「知る」とは、特に「己を知る」とはどのようなことだと考えられてきたのかを学び、 

またそれを手がかりとして、自分なりに自己を考察する契機となせるようにする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

哲学では認識について、何もないところから新たに知ることと、もともとあったものを思い出すことという二種類の考え方がある。

本授業ではこれらの考え方を何人かの思想家に即して紹介し、最終的には自己を知ること、自己が自己になるとはどのようなこ

とかを考察してゆく。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. プラトン：想起説 

2. アリストテレス：可能態から現実態へ 

3. ライプニッツ：自己展開するモナド 

4. ロック：白紙に書き込まれる経験 

5. 物語における自己知：『オイディプス王』 

6. 物語における自己知：『ツァラトゥストラ』（１） 

7. 物語における自己知：『ツァラトゥストラ』（２） 

8. 物語における自己知：『ツァラトゥストラ』（３） 

9. 物語における自己知：『ツァラトゥストラ』（４） 

10. 物語における自己知：『道徳の系譜学』（１） 

11. 物語における自己知：『道徳の系譜学』（２） 

12. 物語における自己知：『道徳の系譜学』（３） 

13. 物語における自己知：『道徳の系譜学』（４） 

14. まとめ 

 

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

毎回の授業でやったことをまとめ、次回の授業に臨んでください。  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. ニーチェ、1973、『ツァラトゥストラ』、中公文庫 (ISBN:4122000106) 

2. ニーチェ、1940、『道徳の系譜学』、岩波文庫 (ISBN:4003363949) 

3. ソフォクレス、1986、『オイディプス王』、ちくま文庫 (ISBN:4480020128) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FA008 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

論理的思考法                      新座 

(How to Think Logically) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
論理学入門 

担当者名 

（Instructor） 
津留 竜馬(TSURU RYOUMA) 

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） 
CMP2100 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

この授業の目標は、論理学の基礎的な証明技術を習得してもらうことです。 

 

授業の内容（Course Contents） 

科目名は「論理的思考法」となっていますが、この授業で実際に学ぶのは「論理学」という学問です。論理学と論理的思考法は別

のものです。論理学は論理的に正しい推論を扱う学問です。授業では、論理的に正しい推論を行うための「自然演繹」という証明

のシステムを学びます。授業は、例題の説明、練習問題を解いてもらう、という流れですすみます。また授業中には小テストも行

い、これによって成績をつけます。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入 

2. 論理式の定義 

3. 真理表 

4. 付値 

5. 自然演繹システム 

6. 連言の推論規則 

7. 含意の推論規則 

8. 選言の推論規則 

9. 否定の推論規則 

10. 証明の基本方針（１） 

11. 証明の基本方針（２） 

12. 代表的な論理法則（１） 

13. 代表的な論理法則（２） 

14. 二重否定除去規則 

 

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

授業中に指示します。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

小テスト（１）(33%)/小テスト（２）(33%)/小テスト（３）(34%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 前原昭二、『記号論理入門』、日本評論社 

2. 野矢茂樹、『論理学』、東京大学出版会 

3. 戸田山和久、『論理学をつくる』、名古屋大学出版会 

4. 小野寛晰、『情報科学における論理』、日本評論社 

5. 鹿島亮、『数理論理学』、朝倉書店 

6. 福山克、『数理論理学』、培風館 

7. 松本和夫、『数理論理学』、共立出版 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FA009 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

教育と人間                       新座 

(Education and Humanity) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
「ヒト」を「てつがく」する：哲学的人間学入門 

担当者名 

（Instructor） 
佐古 仁志(SAKO SATOSHI) 

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） 
CMP2100 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

本講義の目的は、教育や哲学にかんする用語を覚えることではなく、自ら考え、意見を述べる力を養うこと、すなわち「てつがく」

することにある。具体的には、①たんに「知識」を覚えるのではなく、そのような「知識」を疑う力を養い、他の人々に問題を提起す

ることを通じて、「知識」を身につける。②「人間」というあたりまえの対象について基礎から考え直すことで、教育において大事な

要素である自分で物事を考え、それをほかの人々に伝えることの大切さや困難さを実感する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

教育とは知識の一方的な伝達ではない。教育の場面では、教える側も教えることを通じていろいろなことを学ぶのであり、教える

ものと教えられるものの間には循環的な関係が成り立っている。本講義では、そのような循環的な仕方での教育を身につけるた

めに、「哲学的人間学」という方法を学び、「人間」というテーマを通じて実践する。 

 

「人間」について考える時、多くの場合、言葉や社会の形成などの点で、ほかの「生き物」とは決定的に違うということが前提にさ

れている。他方で、科学に従うならば、進化論的な意味での「ヒト」はほかの生き物たちと連続しているはずである。そこで本講義

では、文系・理系という垣根を越えて、「ヒト」を「てつがく」することで、知らず知らずに前提してしまっていることを明らかにし、あら

ためて「人間」について考え直す。そこでは、ほかの「生き物」との違いだけでなく、「ロボット」のようなものとの違いについて考える

ことも重要となる。 

 

授業の冒頭では、前回の授業のコメントペーパーからよせられた問題をとりあげる。また、授業では専門的な内容や用語につい

て簡単な説明を行なった上で、テキストに付属している問題を中心に参加者で議論を行なう。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業の概要と導入 

2. 人間学について 

3. 人間学の基盤と方法 

4. 人間観とミニマム人間学 

5. まとめ１ 

6. 人格について 

7. 子供と大人について 

8. 性について 

9. まとめ２ 

10. 人生について 

11. 死について 

12. まとめ３ 

13. 全体のまとめおよびフリーディスカッション 

14. 総括 

 

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

テキスト（菅野盾樹『人間学とは何か』産業図書）の該当箇所を予習し、付属している問題のどれかについて自分の意見を述べる

ことができるようにしておくこと、あるいは関連する話題について問題を提起できるようにしておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(60%)/出席兼コメントペーパーの内容(40%) 

原則として 4 回以上の欠席は単位修得を認めない。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 菅野盾樹、1999、『人間学とは何か』、産業図書 (ISBN:9784782802076) 

 

参考文献（Readings） 
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授業中に適宜指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FA010 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

歴史への扉                       新座 

(Door to History) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
日本近代史のなかの政治と軍事 

担当者名 

（Instructor） 
太田 久元(OTA HISAMOTO) 

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） 
CMP2100 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2016 年度以降 1 年次入学者対象科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

日本近代史における軍部と政治との関わりを取り上げ、軍部の政治的側面を検討することでその特質について考察する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

明治以降の日本において、軍部の果たした政治的役割は極めて大きいものがあった。本講義では、戦争に至る過程での軍部に

焦点をあて、史料を提示しつつ検討する。また、陸軍と海軍における差異にも着目し、講義を進める。近代の軍部と政治との関係

性について考察することで、現代の安全保障問題への関心を深める機会としてほしい。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 政軍関係論 

3. 陸海軍の創設と軍政機関の成立 

4. 西南戦争と軍人勅諭 

5. 軍令機関の成立と省部関係 

6. 明治憲法における統帥権と編制権 

7. 軍部大臣武官制と軍令の制定 

8. 二個師団増設問題と大正政変 

9. ワシントン海軍軍縮会議 

10. 大正デモクラシー下の軍部 

11. 総力戦体制 

12. ロンドン海軍軍縮会議と統帥権問題 

13. 海軍の組織構造の変遷と二元体制化 

14. 日独伊三国同盟と南進政策―アジア・太平洋戦争に至る道程― 

 

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関する指示は、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)(70%)/レポート(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特になし。 

 

参考文献（Readings） 

1. 戸部良一、2012、『シリーズ日本の近代―逆説の軍隊』、中央公論新社 (ISBN:978-4122056725) 

2. 黒沢文貴、2000、『大戦間期の日本陸軍』、みすず書房 (ISBN:978-4622036548) 

3. 池田清、1981、『海軍と日本』、中央公論新社 (ISBN:978-4121006325) 

4. 太田久元、2017、『戦間期の日本海軍と統帥権』、吉川弘文館 (ISBN:978-4642038621) 

また、講義の中で随時紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FA011 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

地域研究への扉                     新座 

(Door to Area Studies) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
「地域」という理解 

担当者名 

（Instructor） 
森 雅文(MORI MASAFUMI) 

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） 
CMP2100 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2016 年度以降 1 年次入学者対象科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 フィールドワークに基づいた地域研究に必要な知識・技術・態度・問題意識などを、地域性の描出を目指した地理学と文化人類

学の諸研究を題材にして、学習する。既存のまなざしに服従するのではなく、それを尊重しながらも乗り越える人文学的態度を養

う。 

 

授業の内容（Course Contents） 

 人や情報の自在な移動・交流により地理的空間の変貌が顕わになった現代において、地域性という理解はいかに成立するの

だろうか。講義では、日本の南西諸島に関する諸研究を事例にして、把握した実態と研究枠組みとの齟齬に悩みながら「誌」とい

う記述の様式に落とし込む地域研究のプロセスを浮き彫りにする。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 地域という視座：基本概念の理解 

3. フィールドを学ぶ  （従来研究の時代性と文化性を踏まえて） 

4. フィールドで学ぶ  （文化のリアリティ：シャーマニズムを事例に） 

5. フィールドから学ぶ （内省的思考と理解の脱構築） 

6. フィールドを伝える （翻訳的理解と「誌」の現在性） 

7. インタールード：文化と地域性 

8. 文化を描く１ （相対主義の視座：社会構造の伝統性を事例に） 

9. 文化を描く２ （構築主義の視座：社会構造の状況性を事例に） 

10. 景観のアクチュアリティ１ （地域の空間構造） 

11. 景観のアクチュアリティ２ （文化とアイデンティティ） 

12. 語り場における「地域」：誰がために？ 

13. インタールード：地域の未来学に向けて 

14. まとめ：質疑と応答 

 

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

「学ぶ」ことは他人から課せられる作業ではありません。予習と復習は、講義内容の理解のために、自らの不足を自覚して補う学

生の基本的な営みです。そこで生じる新たな疑問や関心についての研鑽が発展的学習になります。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

中間テスト 〈授業前半分のテスト〉(40%)/最終テスト 〈授業後半分のテスト〉(40%)/２つのテスト 〈中間・最終〉 に付随する課題

(20%) 

質疑応答や任意の提出物（コメントペーパー・発展的学習の成果など）の内容は加算点として考慮する。 

 

テキスト（Textbooks） 

使用しない。 

 

参考文献（Readings） 

授業時に紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

シラバスを熟読の上で履修すること。 

授業では視聴覚資料を利用する。 

受講者への連絡（テストの日程等）は大学ポータルサイト（Blackboard）を利用する。 

 

注意事項（Notice） 
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■FA012 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

多文化の世界                      新座 

(World of the Multiple Cultures) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
グローバル社会から読み解く多文化空間 

担当者名 

（Instructor） 
大塚 直樹(OTSUKA NAOKI) 

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） 
CMP2100 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

1．現代社会における多文化的状況を理解する。 

2．事例を通して個別社会の文化的な特殊性・共通性を習得する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

講義では，まずグローバル化した現代社会における多文化的状況を，空間的パースペクティブからとらえる。次に，世界各地の

事例を通じて多文化社会の現状を把握し，それぞれの相違点や共通点を理解する。その際に，現代社会の特徴的現象の一つで

ある観光をキーワードにする。具体的には，台湾，日本（ニッポン），フランス，グアム、タイなどの国・地域を中心に講義をおこな

う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 現代社会の空間的パースペクティブ 

3. ニッポン：異文化としての戦後社会（1） 

4. ニッポン：異文化としての戦後社会（2） 

5. ニッポン：異文化としての戦後社会（3） 

6. 台湾：植民地支配と哈日族（1） 

7. 台湾：植民地支配と哈日族（2） 

8. フランス：パリ子午線とメディア（1） 

9. フランス：パリ子午線とメディア（2） 

10. グアム：消えゆく歴史（1） 

11. グアム：消えゆく歴史（2） 

12. タイ：つくられる楽園（1） 

13. タイ：つくられる楽園（2） 

14. まとめ 

 

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

講義で取り上げる予定の国・地域に関する基礎的知識を事前に学んでおくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

取り上げる国・地域については一部変更の可能性がある。 

 

注意事項（Notice） 
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■FA013 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

文化を生きる                      新座 

(Introduction to Anthropology) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
多文化共生社会に生きる、一方で人類の普遍性とは？ 

担当者名 

（Instructor） 
宮下 克也(MIYASHITA KATSUYA) 

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） 
CMP2100 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

本講義では、グローバル化が進む 21 世紀社会のなかで、他者と共生していくために必要な下記の視点を身につけることを目標

とする。 

1. 自文化中心主義的態度の見直し的視点 

2. すべての文化には独自の意味体系があることを認めた上で、異文化を理解しようとする文化相対主義的視点 

3. 文化相対主義を踏まえた上で、自分たちの伝統的な文化（身体化された知識や伝統的な技術を含む）を尊重する視点 

 

授業の内容（Course Contents） 

私たちは、自分の育った社会の文化的価値観を自然と身につけ、それを通して異文化を捉えてしまう。本講義では、こうした人間

に潜む自文化中心的思考を自覚することから始まり、文化の多様姓を見聞し、そして最終的に自文化において「常識＝当たり前」

とされていることを相対化し再検討することを目指す。グローバリゼーションが進行し「異文化理解」の必要性が唱えられている現

代社会だからこそ、「異文化を知り、自文化を相対化する」学問である文化人類学をぜひ学んで欲しい。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 概説：講義全体のねらいと流れの概説 

2. 文化と文化相対主義 ：文化人類学の諸学説と基本理念を学ぶ。 

3. 共同性と逸脱：同じ文化の属する者たちのコミュニケーションと異文化コミュニケーションの違いを「お笑い／コント」から考え

る。 

4. 身体に刻まれる文化（暗黙知）：文化の中で身につけた言語化し得ない身体に刻まれた知識について考える。ダンス、職人

社会の知識伝承。 

5.  家族・親族：世界の多様な家族形態を見聞した上で、現代日本の「家族」を再考する。 

6. ジェンダー：「僕たち／私たち」は生まれながらにして「男／女」であるのか？それとも徐々に「男／女」になるのだろうか？ 

7.  通過儀礼：人の一生において「子供」と「大人」の境界はどこなのか？大学生は「子供」なのか、それとも「大人」なのか？通

過儀礼論を通して考える。 

8. ケガレの構造：秩序・境界・認識をキーワードにして、差別や排除を考察する。 

9. 互酬性：贈る／もらう行為の意味は？贈与交換から人間関係や社会の仕組みを考える。 

10. 宗教と文化の混淆：人間生活と宗教との関係を考える。また、複数の宗教が混ざり合う事例を通して、ハイブリッドな文化を

考える。 

11. 死を飼いならす：なぜ死が怖いのか？なぜ人間は、あの世や天国を想像／創造するのか？ 

12. 病と文化：価値観が多様な多文化共生時代の医療のあり方について考える。 

13. 異民族の共存：多様なエスニック・グループが存在するハワイを事例に多文化共生を考える。 

14. 文化の多様性と普遍性：まとめにかえて。 

 

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

シラバスをしっかり読み、世界史と世界地理の高校レベルの基本事項を確認しておくこと。なお、詳細な予習事項は講義の際に

指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(70%)/リアクションペーパー(30%) 

出席率三分の二以下の者は一切評価しない。また、30 分以上の遅刻者は入室禁止。講義形式の授業ではあるが、能動的態度

で講義に臨んでもらうために、指名して意見を言ってもらうこともあるのでご了解いただきたい。 

 

テキスト（Textbooks） 

教科書は用いず、レジュメを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 波平恵美子編、2011、『文化人類学【カレッジ版】』、医学書院 

参考文献は毎回の講義時に紹介する。 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FA014 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

人権思想の根源                     新座 

(Root of Human Rights) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 

「マーケットは人権に先立つ」のか？～ジェンダー・セクシュアリティ平等の視点から〈教

育〉と〈社会〉の「あたりまえ」をといなおす～ 

担当者名 

（Instructor） 
堀川 修平(HORIKAWA SHUHEI) 

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） 
CMP2100 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2016 年度以降 1 年次入学者対象科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

この授業では、人権について、とりわけ「性と人権」についての基本的な知識を身につけてもらうことを前提として、皆さんが自分

自身を縛るジェンダー・セクシュアリティ問題に気づき、課題意識をもって現代社会の諸問題に向き合えるようになることを目標と

します。 

 

授業の内容（Course Contents） 

皆さんは、性に関わる「差別」など自分には関係のないもので、差別やジェンダー・セクシュアリティについて考える必要などない

と考えていないでしょうか？現代社会におけるジェンダー・セクシュアリティ問題は「不可視化」されている点にあり、これまで経験

してきたであろう学校教育、社会教育、家庭教育などのさまざまな〈教育〉の場や日常生活のなかに存在しているのです。そして、

それらの問題を「学び」ながら私たちは育ってきています。この授業では、自分自身を縛るジェンダー・セクシュアリティ問題にまず

気づき、その上で課題意識をもって〈社会〉の諸問題に向き合えるようになることを目標とします。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション：「性は人権」？？～「性の権利宣言」って知ってますか？～ 

2. 性のジョーシキを打ち破ろう！ （１）ジェンダー／セクシュアリティってなに？ 

3. 性のジョーシキを打ち破ろう！ （２）規範としての「らしさ」と「本能」 

4. 〈教育〉の「あたりまえ」を問う （１）キョーイクってなに？ 

5. 〈教育〉の「あたりまえ」を問う （２）学校教育の「歪み」とこぼれおちる人権 

6. 〈教育〉の「あたりまえ」を問う （３）包括的性教育の重要さ 

7. 成人教育とジェンダー・セクシュアリティ （１）成人はどこでなにを「学ぶ」のか？ 

8. 成人教育とジェンダー・セクシュアリティ （２）「人権侵害はいけません」は、いけません？ 

9. 成人教育とジェンダー・セクシュアリティ （３）〈社会〉はどう変える？ 

10. 〈社会〉でなにを学ぶ？ （１）「炎上」と「人権」 

11. 〈社会〉でなにを学ぶ？ （２）「マーケットが人権を作る」のか？ 

12. 「まなざし」を問う （１）「ヘン」でなにが悪い？～日本社会の「空気」の重さ～ 

13. 「まなざし」を問う （２）それでも「フツー」がお好きですか？ 

14. 「みえない」から「みえる」へ：あらためて「あたりまえ」をといなおす 

 

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

受講にあたって準備は必要ありませんが、授業中に提示する学習課題および授業内容について、ノートづくりが必要です。また、

授業で配布しますレジュメや資料は「膨大」になりますので、各自ファイリングをするようにしましょう。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(60%)/中間レポート(30%)/授業内で書いてもらうコメントや感想内容(10%) 

期末試験（60％）、中間レポート（30％）、これに授業内でのコメントや感想内容（10％）を加えて総合的に評価します。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 橋本紀子ら、2017、『ハタチまでに知っておきたい性のこと (大学生の学びをつくる)第 2 版』、大月書店 (ISBN:427241237X) 

2. 伊田広行、2015、『デート DV・ストーカー対策のネクストステージ：被害者支援／加害者対応のコツとポイント』、解放出版社 

3. 笹川あゆみら、2017、『ジェンダーとわたし：〈違和感〉から社会を読み解く』、北樹出版 

4. 好井裕明、2007、『差別原論――〈わたし〉のなかの権力とつきあう』、平凡社 

授業内でレジュメ・資料も配布します。併せて学習に役立ててください。 

 

参考文献（Readings） 

1. ベル・フックス、2003、『フェミニズムはみんなのもの』、新水社 

2. 浅井春夫ら、2003、『ジェンダーフリー・性教育バッシング ここが知りたい 50 の Q&A』、大月書店 

3. 高橋哲哉、2012、『犠牲のシステム 福島・沖縄』、集英社 

4. 河口和也、2003、『クィア・スタディーズ』、岩波書店 
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5. パウロ・フレイレ、2011、『被抑圧者の教育学―新訳』、亜紀書房 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

この授業では「ジェンダー・セクシュアリティ平等の視点」を“社会におけるすべての人の〈性〉に関する抑圧の解放を目指すため

に、性の多様性を認め、性の差別や偏見から自由になること”と定義して、現代社会における「差別」問題について考えていきま

す。その際、皆さんに「自分ごと」としてこれらの問題を捉えてもらいたいと思いますので、積極的にグループワークや個人ワーク

を方法として用います。他の受講生の学習権の侵害がないように積極的に参加していただきたいと思います。 

 

注意事項（Notice） 
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■FA015 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

手話と人権を考える                   新座 

(Sign languages and human rights) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
ろう者学・手話学入門 

担当者名 

（Instructor） 
佐伯 敦也(SAIKI ATSUYA) 

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） 
CMP2100 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2016 年度以降 1 年次入学者対象科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

ろう者、手話について知り、経験することを通して、共生社会を考えるための新たな視点を獲得する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

ろう者を言語・文化的少数者として、手話を自然言語として捉え、その仕組み、構造を具体的にみていく。またろう者・手話と社会

の関わりについて、教育、法、人権などの側面から扱う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション：ろう者とはどのような人々なのか、手話とはどのような言語なのかについて概観する。 

2. 手話の成立：手話はいつごろ、どのようにして成立したのか海外の例も参考にしつつ学ぶ。 

3. 言語の普遍性と手話：手話言語と音声言語の共通点、相違点について学ぶ。 

4. 手話の文法１：手話とはどのような言語なのか、手話を構成する部位について学ぶ。 

5. 手話の文法２：手話の文法にはどのような特徴があるのかを学ぶ。 

6. ろう文化：デフウェイ、ろう文化とよばれる事象について学ぶ。 

7. ろうコミュニティ：ろう者および関連する人々のネットワークについて学ぶ。 

8. ろう者の芸術：いわゆるデフアートについてその成立過程、取組みの内容、日本とアメリカの違いについて学ぶ。 

9. ろう者のエンターテインメント：ろう者によるエンターテインメントやパフォーマンスの実践に触れる。 

10. ろう者の歴史：ろう者と彼らを取り巻く社会の変容について学ぶ。 

11. ろう教育：ろう児に対する教育について学ぶ。 

12. 法と人権：ろう者、手話に関わる法体制のあり方、人権について学ぶ。 

13. 言語的少数者：音声言語の言語的マイノリティとろう者の共通する特徴、相違点について学ぶ。 

14. まとめ、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、本または論文のレビューレポートを課す。授業の予習を兼ねる内容になる。準備した上で授業に臨むことが求められる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席、コメントカードなど授業への参加(30%)/レポート(40%)/最終テスト(Final Test)(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 現代思想編集部、2000、『ろう文化』、青土社 (ISBN:479175803X) 

2. パッデン、ハンフリーズ、2016、『新版「ろう文化」案内』、明石書店 (ISBN:9784750343365) 

3. 木村晴美、2007、『日本手話とろう文化』、生活書院 (ISBN:4903690075) 

4. 岡典栄、赤堀仁美、2011、『日本手話のしくみ』、大修館書店 (ISBN:4469222151) 

5. 米川明彦、2002、『手話ということば』、PHP研究所 (ISBN:4569619657) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

毎回、本または論文のレビューを課す。これとは別に課外でのフィールドワークを含めた数本のレポート、発表を課す。 

欠席せざるを得ない場合、必ず事前に連絡すること。 

 

注意事項（Notice） 
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■FA016 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

点字から考える人権                   新座 

(Braille as a Gateway to Human Rights) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
言語と人権 

担当者名 

（Instructor） 
堀越 喜晴(HORIKOSHI YOSHIHARU) 

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） 
CMP2100 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

2016 年度以降 1 年次入学者対象科目 

定員 30 名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

点字を新たな「自分の文字」として習得するとともに、それを使用している人々（特に重度の視覚障害者）の生活実感を身近なも

のにする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

点字は、人類共有の文字である。けして視覚障害者だけが「文字の代わりに」使用する記号ではない。しかし、残念なことに、これ

は現在一般的な共通認識となっているとは言えない。この事実が、今日点字の主たる使用者である視覚障害者が置かれている

人権をめぐる状況を如実に物語っている。この授業では、点字を新たな「自分の文字」として習得するとともに、文字と人権、そし

て更に広く「人権とは何か」について深く考えたい。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. イントロダクション－視覚障害者の生活 

3. 点字小史 

4. 点字の成り立ち－ブライユの７行表と日本語点字 

5. 講義と実践１．視覚障害者と読書 

6. 講義と実践２．人権保障と文字情報保障 

7. 講義と実践３．さまざまな点字 

8. 講義と実践４．町の中の点字あれこれ 

9. 講義と実践５．点字以外の触覚情報 

10. 講義と実践６．IT時代の視覚障害者 

11. 点字のレイアウト 

12. 国連の「障害者の権利条約」および我が国の障害者総合支援法と障害者観の変遷 

13. (視覚）障害者の生き辛さについて 

14. コミュニケーションのバリアフリーとは 

 

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

受講者は日本点字図書館販売の N632 小型点字器(1,150 円）と点字用紙を購入すること（１号館１階 ＭＡＲＵＺＥＮブックセンタ

ーで販売）。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席および授業への積極的参加度(30%)/テスト(40%)/課題の達成度(30%) 

なお，単位修得のためには 75％以上（3/4 以上）の出席と最終授業時に行われるテストを受けることを必要とする。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 『点訳のしおり』、社会福祉法人 日本点字図書館 

 

参考文献（Readings） 

授業内で指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FA018 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

ヨーロッパの文化とことば                新座 

(Culture and Language in Europe) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
ラテン語を通してヨーロッパの文化を見る 

担当者名 

（Instructor） 
芝元 航平(SHIBAMOTO KOHEI) 

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） 
CMP2100 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

ラテン語とヨーロッパ文化についての理解を深めるとともに、言語という観点から文化を考える視点を獲得する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

ラテン語は古代ローマ人の言語であり、現在ではラテン語を母語とする人はいませんが、ラテン語は東アジアにおける古典中国

語（漢文）と同様に、現在に至るまでヨーロッパの文化・教養の源泉であり続けています。このようなラテン語を通じて、ヨーロッパ

の歴史、思想、宗教、社会等について考察していきます。なお、ラテン語の知識は前提としません。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. ラテン語の言語学的な位置づけ 

3. ラテン語のしくみ 

4. 英語とラテン語 

5. 古代ローマ史とラテン語（1）：共和政ローマ 

6. 古代ローマ史とラテン語（2）：帝政ローマ 

7. ヨーロッパの哲学とラテン語（1）：神の存在証明を中心に 

8. ヨーロッパの哲学とラテン語（2）：デカルトとカントの哲学を中心に 

9. ヨーロッパの宗教とラテン語（1）：古代ローマ人の宗教 

10. ヨーロッパの宗教とラテン語（2）：キリスト教 

11. ヨーロッパの社会とラテン語 

12. 文学・芸術とラテン語 

13. 科学とラテン語 

14. 最終テスト 

 

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

授業のノート、配布資料、参考書等に目を通して授業の復習を行い、ラテン語とヨーロッパ文化との関わりを考察するとともに、日

本語や英語など普段目にする言語についてもその語源や文化との関わりに関心を持つ。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(40%)/毎回の授業へのコメント(60%) 

各回の授業の進度・順序は変更の可能性があります。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 小林標、2006、『ラテン語の世界――ローマが残した無限の遺産』、中央公論新社 (ISBN:9784121018335) 

2. 寺澤盾、2008、『英語の歴史――過去から未来への物語』、中央公論新社 (ISBN:9784121019714) 

3. 本村凌二、2014、『はじめて読む人のローマ史 1200 年』、祥伝社 (ISBN:9784396113667) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FA020 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

ロシア・東欧の文化とことば               新座 

(Culture and Language in Russia & Eastern Europe) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
ソ連、および独米日のプロパガンダ映画の研究 

担当者名 

（Instructor） 
久野 康彦(KYUNO YASUHIKO) 

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） 
CMP2100 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

プロパガンダ映画の歴史や基本的技法を学び映像表現に対するリテラシーを身につけるとともに、映画を題材にロシアと他の国

の文化的差異を考え、ロシアの文化的特徴に自覚的になることを目指す。 

 

授業の内容（Course Contents） 

プロパガンダ映画というジャンルを確立させたソ連の代表的映画を３本、さらに時期的にそれに続く独米日のプロパガンダ映画を

３本鑑賞し、プロパガンダ映画の歴史や特徴を考察する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 初回のガイダンス 

2. 映画『戦艦ポチョムキン』(1925、ソ連)鑑賞 

3. ［講義］映画『戦艦ポチョムキン』をめぐって 

4. 映画『大地』(1930、ソ連)鑑賞 

5. ［講義］映画『大地』をめぐって 

6. 映画『人生案内』(1931、ソ連)鑑賞 

7. ［講義］映画『人生案内』をめぐって 

8. 映画『意志の勝利』(1934、ドイツ)鑑賞 

9. 映画『意志の勝利』鑑賞（続き）、映画『カサブランカ』（1942、アメリカ）鑑賞 

10. 映画『カサブランカ』鑑賞（続き） 

11. ［講義］映画『意志の勝利』と『カサブランカ』をめぐって 

12. 映画『陸軍』(1944、日本)鑑賞 

13. ［講義］映画『陸軍』をめぐって 

14. ［講義］米日露の第二次世界大戦をめぐる戦争プロパガンダ・アニメ 

 

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

授業で 1 本映画を見終えたら、原則として映画の感想を記した小レポートを作成し、次回授業時までに提出。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(50%)/小レポート提出(50%) 

小レポートの告知・提出は Blackboard 上で行う。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

授業時に適宜指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 毎回出席はとらないが、授業で上映された映画を見ていることを前提に講義を行い、レポート試験を行うため、授業の出席は重

要である点には注意。就活で不定期にしか出席できない者は、その点考慮の上受講すること。授業に欠席し見逃した映画につい

ては、DVD 購入･レンタル等の手段を使って鑑賞しておくのが望ましい。 

 また今回の授業で扱う映画はすべて古い白黒映画である点にも注意（その内２本はサイレント映画）。今の若い世代は白黒映

画に不慣れで抵抗を感じる者も多いようだが、基本的に今回の授業は古い白黒映画を強制的に受講者に見せる授業であること

は覚悟しておくこと。 

 

注意事項（Notice） 
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■FA022 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

アフリカの文化とことば                 新座 

(Culture and Language in Africa) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
現代人類学とアフリカ社会 

担当者名 

（Instructor） 
宮内 洋平(MIYAUCHI YOHEI) 

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） 
CMP2100 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

人類学の理論とアフリカの文化を学びながら、現代社会の直面する諸問題をアフリカの潜在力から第三者に説明できるようにな

る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

グローバル化による市場経済の浸透や開発援助による介入にさらされながらも、アフリカ社会が独自の文化を日々生成し、コミュ

ニケーションを通した人びとの紐帯を育んでいる姿を考察する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 民族と文化 

3. 言語とコミュニケーション 

4. 狩猟採集文化 

5. 先住民と開発 

6. 自然保護区と観光 

7. 農耕の起源 

8. 在来農業と開発 

9. 牧畜文化 

10. 認識と分類 

11. 病と呪術 

12. 相互扶助 

13. ポピュラーカルチャー 

14. まとめ 

 

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

不明な用語は事典や基本文献で調べること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(60%)/小テスト（10%×4 回）(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

テキストは使用しない。授業時にプリントを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 松田素二、2014、『アフリカ社会を学ぶひとのために』、世界思想社 (ISBN:978-4790716167) 

2. 山下真司・船曳建夫、2008、『文化人類学キーワード 改訂版』、有斐閣 (ISBN:978-4641058866) 

3. 祖父江孝雄、1990、『文化人類学入門』、中央公論社 (ISBN:978-4121905604) 

4. 松村圭一郎、2017、『うしろめたさの人類学』、ミシマ社 (ISBN:978-4903908984) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FA023 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

イタリアの文化とことば                 新座 

(Culture and Language in Italy) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
イタリア・ルネサンス文化を学ぶ 

担当者名 

（Instructor） 
深田 麻里亜(FUKADA MARIA) 

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） 
CMP2100 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

14～16 世紀に著されたイタリア文芸作品の単語やフレーズを手がかりに、イタリア語、ルネサンス文化に関する知識を深める。ま

た、過去の文章に着想を得て制作された美術作品の代表作をとりあげ、ことばとイメージの関係について考察する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

講義の前半では、イタリアの歴史の概要を確認しつつ、14～16世紀のイタリア語の文章（テクスト）を取り上げる。文法や単語の

意味を確認した上で、歴史的・文化的背景を学び、内容および時代精神について理解を深める。講義の後半では、ことばと視覚

芸術が結びついた例として、古代のテクストを参照に制作されたルネサンス時代の美術作品、およびキリスト教美術をとりあげ

る。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業ガイダンス 

2. イタリア半島の歴史 

3. ダンテ（１） 

4. ダンテ（２） 

5. ボッカッチョ 

6. アルベルティ（１） 

7. アルベルティ（２） 

8. ヴァザーリ（１） 

9. ヴァザーリ（２） 

10. ローマの美術作品とテクスト（１） 

11. ローマの美術作品とテクスト（２） 

12. キリスト教美術とテクスト（１） 

13. キリスト教美術とテクスト（２） 

14. まとめ 

 

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

イタリア語初級文法や単語について確認し、参考文献を読んでおくことが望ましい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(40%)/出席およびコメントペーパーの内容(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業中に配布。 

 

参考文献（Readings） 

1. ダンテ、2008、『神曲 地獄篇』、平川祐弘訳、河出文庫 (ISBN:978-4-309-46311-7) 

2. アルベルティ、2011、『絵画論』 改訂新版、三輪福松訳、中央公論美術出版 (ISBN:978-4-8055-0675-2) 

3. ボッカッチョ、2012、『デカメロン』、平川祐弘訳、河出書房新社 (ISBN:978-4-309-20604-2) 

4. ダンテ、2014、『神曲 地獄篇』、原基晶訳、講談社学術文庫 (ISBN:978-4062922425) 

5. ヴァザーリ、2014、『美術家列伝』、森田義之ほか監修、第一巻、中央公論美術出版 (ISBN:978-4-8055-1601-0) 

6. 藤内哲也 編著、2016、『はじめて学ぶイタリアの歴史と文化』、ミネルヴァ書房 (ISBN:9784623072675) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FA024 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

ドイツ語圏の文化                    新座 

(Culture in the German-speaking sphere) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
宗教、メディア、戦争－第二次世界大戦までのドイツ文化の諸相に触れる 

担当者名 

（Instructor） 
飯田 道子(IIDA MICHIKO) 

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） 
CMP2100 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

神聖ローマ帝国成立期から第二次世界大戦までのドイツを、時代思潮や社会背景をふまえて検討する 

 

授業の内容（Course Contents） 

ヨーロッパの中心に位置し、ヨーロッパの経済をリードする国・ドイツの歴史的なあゆみを、宗教や戦争、メディア、テクノロジーな

ど、さまざまなテーマから検証していく。講義の後半では、ドイツを語るうえで抜きにはできない重要な出来事としてのホロコース

ト、過去の克服について取り扱う。講義の内容は変更することがある。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション ドイツとは 

2. 宗教と戦争 

3. 宗教改革とメディア 

4. プロイセンの拡大 

5. 産業革命とメディア 

6. 都市とメディア 

7. 第一次世界大戦とメディア 

8. 反ユダヤ主義 

9. ナチスのメディア戦略 

10. ホロコースト 

11. ホロコースト 

12. ホロコーストの表象 

13. 戦後ドイツの「過去の克服」 

14. まとめとふり返り 

 

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

授業時に適宜指示する 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(70%)/出席および授業に取り組む姿勢(30%) 

出席はハンディターミナルによる。授業の最後にリアクションペーパを書いてもらう。理解度の判定基準とするが、成績には反映し

ない。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 新野・飯田・梅田、2017、『知ってほしい国 ドイツ』、高文研 (130973) 

授業内に適宜指示する 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

秋学期の「ドイツ語圏の社会」とセットで履修することが望ましい 

 

注意事項（Notice） 
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■FA025 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

フランス語圏の文化                   新座 

(Culture in the French-speaking sphere) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
共和制からクレオールまで、幅広くフランス文化の諸相に触れる 

担当者名 

（Instructor） 
大磯 仁志(OOISO HITOSHI) 

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） 
CMP2100 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

フランス語圏文化の諸相を、それぞれの時代思潮や社会背景をふまえて検討・分析しながら理解し、フランスらしさと同時にまた

フランスの多様性を考察する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

文化を人間のあらゆる知の実践ととらえ、文芸や造形芸術「作品」のみならず、テクノロジーの進歩による意識の変容、非西欧世

界に対する植民地主義の正当化といった知のありかたについても掘り下げていく。 

配布のプリント資料のほかに、映像・音楽なども利用し、多角的にフランス文化に迫る。 

この講義をとおして、我々の生活している日本という環境、あるいは諸君が慣れ親しんでいるであろうアメリカ文化とは異なる、フ

ランスのもっている独自の文化や社会の形の意義を考える機会ができることを希望する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 風土から見るフランス 

2. 現代フランスの出発点としての大革命 

3. 移民と郊外 

4. 異端審問・魔女狩り・宗教改革 

5. 王権 

6. 理想の風景の変遷 

7. ナポレオン帝政と新古典主義 

8. ロマン主義 

9. ブルジョワジーの勃興と産業社会 

10. レアリスムと自然主義 

11. 印象主義の実験 

12. 植民地博覧会と帝国主義 

13. 大戦間のアヴァンギャルド 

14. ネグリチュードとクレオール 

 

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

予備知識が必要な場合には、事前に資料プリントなどを配布する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(50%)/リアクションペーパー(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 大磯仁志、2009、『倫理・哲学の特別講義』、学習研究社 (ISBN-13: 978-4053029966) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FA026 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

スペイン語圏の文化                   新座 

(Culture in the Spanish-speaking sphere) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
歴史的産物としての文化 

担当者名 

（Instructor） 
和田 杏子(WADA KYOKO) 

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） 
CMP2100 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

多様な民族・社会階層の人々からなるスペイン語圏の文化への理解を、歴史を通して深める 

 

授業の内容（Course Contents） 

昨今、トランプ大統領による排外主義政策やカタルーニャ独立運動などの問題が世界を騒がせている。なぜ、中南米の人々は不

法に国境を越えようとするのか、なぜ、カタルーニャの人々は大国スペインからの独立を志向するのか。本講義では、スペイン語

圏の現代社会が包摂する様々な文化や価値観が、いかなる歴史によって形作られたのかをみていく。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス：スペイン語の広がり 

2. スペイン史概説①：スペイン国家ができるまで 

3. スペイン史概説②：多民族国家スペイン 

4. アメリカ大陸の歴史①：メキシコの古代文明 

5. アメリカ大陸の歴史②：ペルーの古代文明 

6. アメリカ大陸の歴史③：植民地時代史 

7. アメリカ大陸の歴史④：メキシコ現代史 

8. アメリカ大陸の歴史⑤：ペルー現代史 

9. 貧困の文化 

10. スペイン語圏の宗教  

11. 米国の中のスペイン語文化 

12. スペイン語圏の食文化 

13. 抵抗の文化 

14. まとめ 

 

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

毎回の講義で参考文献を挙げるので、各自関心があるものを読んで講義内容の理解を深めること。 

コメントペーパーの内容も評価の対象である。自身の感想や主張、自習で得た新たな知見などを積極的に書いて、高評価を狙っ

てほしい。 

なお、授業の進捗や履修者の関心に応じて講義内容を変える場合もある。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(40%)/毎回のコメントペーパー(60%) 

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ない。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 野々山真輝帆、2002、『スペインを知るための 60 章』、明石書店 (ISBN:978-4750316383) 

2. 吉田栄人、2005、『メキシコを知るための 60 章』、明石書店 (ISBN:978-4750320304) 

3. 細谷広美、2012、『ペルーを知るための 66 章』、明石書店 (ISBN:978-4750335353) 

4. 大泉光一、牛島万、2005、『アメリカのヒスパニック=ラティーノ社会を知るための 55 章』、明石書店 (ISBN:978-4750322353) 

上記のもの以外にも概説書（特に歴史）は多くあるので、図書館などで探してみること。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FA027 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

中国語圏の文化                     新座 

(Culture in the Chinese speaking sphere) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
大衆文化・視覚芸術からみる中国 

担当者名 

（Instructor） 
南雲 大悟(NAGUMO DAIGO) 

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） 
CMP2100 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

政治的意図が重視されるという中国の大衆文化，特にビジュアルやパフォーマンスに係る娯楽作品を取り上げ，それらがどのよ

うな環境で創作され，人々に享受されてきたのか，時代背景や社会状況と併せて検討し，その流れや表現から「中国的」なものを

考察する。 

「自国文化との差異」や「現在と過去」との比較を通して，受講生各自の異文化理解を深めるとともに，身近なことがらを学術研究

の対象として捉える視点を養う。 

 

授業の内容（Course Contents） 

「中国メディア＝プロパガンダ」という見方と不即不離を保ちつつも，その中に「エンターテインメント」としての要素を積極的に見い

だし，新たな知見や視座を提供したい。授業では漫画・アニメ，絵本など中国の大衆文化メディア作品や視覚芸術メディア作品を

取り上げ，テーマ毎に視聴覚資料を提示しながら講義する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション（評価基準などの説明，プロパガンダ映像視聴）  

2. 中国漫画の開祖・豊子愷 

3. 戦時期漫画の主役たち 

4. 政敵を漫画で打倒せよ 

5. 日本アニメの影響 

6. 格調高き芸術アニメ 

7. 「抗日」エンターテインメント 

8. 絵本で読む「英模」 

9. 歌と踊りで革命の歴史を 

10. 許された模範劇 

11. 伝統芸能にも紅色を 

12. キャラクターにも紅色を 

13. 革命歌曲と日本 

14. ネットと人民，「紳士のだいたい一分間」 

 

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

特別な事前学習は求めない。事後学習については授業時に提示されたキーワードやメモした内容を改めて整理し，関連図書を

読んだり，WEBで情報を入手するなどして積極的に理解を深めてもらいたい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(40%)/コメントペーパーの内容(40%)/小レポート(20%) 

なお，３／４以上の出席をしていない場合は，成績評価の対象としない。 

 

テキスト（Textbooks） 

適宜，プリントを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 武田雅哉、2003 年、『よいこの文化大革命』、廣済堂出版 

2. 武田雅哉，加部勇一郎，田村容子、2016 年、『中国文化５５のキーワード』、ミネルヴァ書房 

3. 辻田真佐憲、2015 年、『たのしいプロパガンダ』、イースト・プレス 

4. 土屋昌明・「中国六〇年代と世界」研究会編、2016 年、『文化大革命を問い直す』、勉誠出版 

5. 鶴見俊輔、1999 年、『限界芸術論』、筑摩書房（ちくま学芸文庫） 

6. 牧陽一，川田進，松浦恒雄、2000 年、『中国のプロパガンダ芸術－毛沢東様式に見る 革命の記憶』、岩波書店 

7. 渡辺潤，伊藤明己編、2005年、『実践 ポピュラー文化を学ぶ人のために』、世界思想社 
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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で，図版資料や映像資料を活用する。 

・ポイントとなるキーワードや資料には中国語が使用されるが，中国語既習を前提とはしない。 

・ペアやグループを組んでもらい，テーマについてディスカッションしたり，ワークシートの使用や作画を含む演習作業を課すこと

がある。 

・最終授業時に全体に対するフィードバックを行う。 

 

注意事項（Notice） 
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■FA028 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

朝鮮語圏の文化                     新座 

(Culture in the Korean-speaking sphere) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
古代～19 世紀末の朝鮮半島史 

担当者名 

（Instructor） 
呉 吉煥(OO KIRUHAN) 

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） 
CMP2100 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

朝鮮前近代史についての基礎的な知識を習得しつつ，朝鮮語圏における文化の形成過程を考察し、朝鮮語圏の世界に対する

理解の深化と具体的なイメージを作るための土台を提供することを目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

講義では，先史時代～１９世紀末の朝鮮半島の歴史について，主に文化史の観点から概観する。そして日本列島や中国大陸な

ど東アジア諸地域との文化交流史についても紹介する。   

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス（講義のあらすじ，参考文献の紹介，朝鮮前近代史の時期区分など） 

2. 古代国家出現以前の朝鮮半島 

3. 古代国家の成立と発展 

4. 古代三国（高句麗・百済・新羅）の文化 

5. 統一新羅と渤海 

6. 高麗の成立と発展 

7. 高麗前期の社会と文化 

8. 高麗後期の社会と文化 

9. 朝鮮王朝の建国と両班支配体制の確立 

10. 朝鮮王朝前期の社会と文化 

11. 日本・清の侵入と支配体制の再編 

12. 朝鮮王朝の文化交流 

13. 朝鮮王朝後期の社会と文化 

14. 授業のまとめ 

 

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

予習として，朝鮮半島の前近代を概説した朝鮮史の文献（参考文献など参照）を読んでおくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(40%)/出席兼コメントペーパの内容(40%)/小レポートの提出(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

テキストは特に指定しない。毎回授業のはじめにプリントを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 武田幸男・宮嶋博史・馬渕貞利、1993、『朝鮮』、朝日出版社 (ISBN:4-02-258496-3) 

2. 朝鮮史研究会編、1995、『朝鮮の歴史 新版』、三省堂 (ISBN:4-385-35469-3) 

3. 武田幸男編、2000、『朝鮮史』、山川出版社 (ISBN:4-634-41320-5) 

4. 梶村秀樹、2007、『朝鮮史－その発展』、明石書店 (ISBN:978-4-7503-2575-0) 

5. 田中俊明編、2008、『朝鮮の歴史－先史から現代』、昭和堂 (ISBN:978-4-8122-0814-4) 

6. 池明観、2011、『新版韓国文化史』、明石書店 (ISBN:9784750333380) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FA029 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

教育学への扉                      新座 

(Door to Education) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
教育実践と教育問題の社会学的探求に向けて 

担当者名 

（Instructor） 
山田 鋭生(YAMADA TOKIO) 

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） 
CMP2100 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2016 年度以降 1 年次入学者対象科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

学校教育の機能・実践・問題を分析するための諸概念をもとに、自らの学校経験や現在の教育問題について考察できるようにな

ること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

我々は誰もが様々な形で教育というものを経験してきており、それは誰にとっても身近なものであるといえるかもしれない。我々

は教育についての議論を様々なところで（テレビ、新聞、インターネット等々）目にするが、圧倒的に多いのは＜教育とはこうある

べき＞という「当為論」である。本授業ではそのような当為論とは距離をとり、学校教育に着目する中でそれが＜どのような機能を

もつのか＞、＜どのように行われ問題視されているのか＞について社会学的観点から考察を行っていく。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション：本講義の問題設定 

2. 近代公教育の成立過程 

3. 学校の社会的機能①：選抜・配分 

4. 学校の社会的機能②：社会化 

5. 教育実践を読み解く方法としての相互行為論 

6. 日常的場面の基盤と社会的相互行為としての教育実践 

7. 社会的相互行為としての教育実践①：授業の会話構造 

8. 社会的相互行為としての教育実践②：児童を学びにいざなう会話構造 

9. 社会的相互行為としての教育実践③：「学級」に教えるということ 

10. 学校教育の諸問題：いじめ・不登校の「現状」 

11. いじめ自殺問題の成立と根絶 

12. 学校におけるいじめ問題の解消実践①：カテゴリー論を手がかりにして 

13. 学校におけるいじめ問題の解消実践②：ナラティヴ・セラピーを手がかりにして 

14. 講義全体の総括 

 

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

適宜論文や文献を紹介するので、それらを積極的に読むことが望ましい。また、講義の中で検討する授業場面の映像やメディア

報道等を通して身のまわりの現象に関心を持って分析的に考察してほしい。 

 

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の提出(40%) 

講義内でリアクションペーパーに考察や意見を書くことを求め、それらを授業内容に反映させていく予定である。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FA071 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

立教ゼミナール発展編 １                新座 

(Seminars for Senior Students of Rikkyo University 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
信仰と共生、あるいは他者理解 

担当者名 

（Instructor） 
岡田 聡(OKADA SATOSHI) 

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） 
CMP3100 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

2016 年度以降 1 年次入学者対象科目 

定員 30 名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

・信仰が何であるかについて考えること。 

・文献を読み解いて、それをアウトプットする力を身につけること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

 人は日常的なものから宗教的なものまで、何らかの信念あるいは信仰を持っている。友人からひどい目にあわされることはない

だろうと信頼し、イエスはキリストだと信仰する。しかし、信念や信頼、信仰は、ときとして、喧嘩や戦争といった対立を生み出しも

する。他者や他文化との共生の可能性を開くためにも、信念や信仰が何であるか（あるいは何でないか）を考えてみたい。 

 テキストとしてパウル・ティリッヒ『信仰の本質と動態』を用いる。授業では、その講読と議論をおこなう。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション（１） 

2. オリエンテーション（２） 

3. テキスト講読・議論 信仰とは何であるか（１） 

4. テキスト講読・議論 信仰とは何であるか（２） 

5. テキスト講読・議論 信仰とは何であるか（３） 

6. テキスト講読と議論 信仰とは何でないか 

7. テキスト講読と議論 信仰の象徴 

8. テキスト講読と議論 信仰の類型（１） 

9. テキスト講読と議論 信仰の類型（２） 

10. テキスト講読と議論 信仰の真理（１） 

11. テキスト講読と議論 信仰の真理（２） 

12. テキスト講読と議論 信仰の真理（３） 

13. テキスト講読と議論 信仰の生活（１） 

14. テキスト講読と議論 信仰の生活（２） 

 

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

・開講前にテキストを通読しておくこと。 

・各回で講読する箇所の精読。議論の準備。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/口頭発表(40%)/議論への参加度(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. パウル・ティリッヒ、2000、『信仰の本質と動態』（谷口美智雄訳）、新教出版社 (ISBN:9784400340560) 

復刊版。税込 1,080 円。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FA101 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

聖書と人間 

(Biblical Anthropology) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
新約聖書時代史の一断面―考古学の視点から― 

担当者名 

（Instructor） 
山野 貴彦(YAMANO TAKAHIKO) 

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） 
CMP2100 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

聖書は架空の世界を舞台にした物語集ではない。実際の古代西アジア世界および古代地中海世界を背景に記された書物であ

る。そこには日々、生活を営む人々がいた。彼らはどのように暮らしていたのだろうか。この問いに考古学は物質文化的な側面か

らの答えを提案する。 

本講座では現在までの考古学的な成果を基に、聖書にかかわる人間の生活文化を眺め、時と空間を超えて我々と通じる部分や

大きく異なる部分を再認識する。それにより聖書に対する理解、また、異文化理解および歴史理解のための視座を深めることを

目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

毎回聖書に現れる、もしくは、聖書の物語の中で重要な役割を果たす事物に関する考古学的な知見を、画像資料などを用いて紹

介する。聖書の物語がどのようなイメージで語られているかを捉え、自分たちの生活との共通性や相違性を認識する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 聖書考古学・聖書時代史の学びについて 

2. 考古学的な文字史料：碑文と巻物 

3. 土と生活：土器およびランプ 

4. 日々の糧：飲食物の製造 

5. 清めの思想(1) ：石灰石の器 

6. 清めの思想(2) ：沐浴の場ミクヴェ 

7. 生の概念：埋葬儀礼 

8. お金の持つ意味：硬貨 

9. 国際文化と地元の文化：都市計画 

10. ユダヤ人の宗教の絶対的中心：神殿 

11. 戦争と内紛の果て：軍事 

12. 共同体の形成(1) ：シナゴーグ 

13. 共同体の形成(2) ：シナゴーグ 

14. 聖書考古学から見えてくるもの 

 

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

特に必要としない。ただし、現在の私たちの生活文化を観察することを望む。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(70%)/リアクションペーパー(30%) 

リアクションペーパーには感想・要望・見解などを記すことを望む。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 『新共同訳聖書』旧約聖書続編つき、日本聖書協会 

 

参考文献（Readings） 

1. 長谷川修一、2013、『聖書考古学』（中公新書 2205）、中央公論新社 

2. 月本昭男、1994、『目で見る聖書の時代』、日本キリスト教団出版局 

3. 月本昭男、1992、『聖書の世界』（グラフィティ・歴史謎事典 4）、光文社 

4. 佐藤研、2003、『聖書時代史 新約篇』（岩波現代文庫 099）、岩波書店 

5. F. G. ヒュッテンマイスター／H. ブレードホルン、2012、『古代のシナゴーグ』（山野貴彦訳）、教文館 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■FA102 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

聖書と人間 

(Biblical Anthropology) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
聖書の思想 

担当者名 

（Instructor） 
吉田 忍(YOSHIDA SHINOBU) 

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） 
CMP2100 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

1. 聖書を理解するうえで重要な用語や概念が何を指示し何を意味しているか、そしてそれらがどのような時代背景のもとで成立

したのかを理解する。 

2. 聖書に現れる重要人物の行いや思想について学ぶ。 

3. 聖書が単一の思想によってではなく、様々な、時には相反しているとも思われる複数の思想によって成立していることを学ぶ。 

 

授業の内容（Course Contents） 

聖書内容を理解するために必要となる用語あるいは概念をいくつか取り上げ、具体的な箇所に当たりつつ、それらの意味及び意

義について学ぶ。必要に応じて聖書諸文書が執筆された、あるいは聖書に現れる各人物が活躍した時代や社会状況について説

明する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 聖書の構成 

3. 神、世界、人間 

4. 契約、アブラハム、モーセ 

5. 罪、ユダヤ人、異邦人 

6. ダビデ、王国、預言者 

7. 神殿 

8. 終末、死者の復活、裁き 

9. キリスト、十字架、復活 

10. 史的イエスと福音書 

11. 教会、聖餐、洗礼 

12. パウロ 

13. 正典 

14. まとめ 

 

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

毎回の授業で配布されるレジュメを整理し、要点を明らかとする。また、授業で取り上げられた聖書箇所を読み、その文脈を理解

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(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 『新共同訳聖書：旧約聖書続編つき』、日本聖書協会 (ISBN:9784820212027) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FA103 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

聖書と人間 

(Biblical Anthropology) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
旧約聖書の世界 

担当者名 

（Instructor） 
飯郷 友康(IGO TOMOYASU) 

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） 
CMP2100 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

世界には多様な価値観が存在する。それらのうちには、私の価値観と一致するものもあれば、一致しないものもある。まずは、そ

の事実を認めること。そして、たまたま私の価値観と一致しない考えにも必ずや一定の理はある。 

ある現象ないし言説について、さまざまな解釈が成立し得る状況を理解し得るようになること。 

そのためには、現象の解説者ないし発言者の前提する基礎知識を（ある程度まで）共有すること。 

他者の見解について、その正否を問う前に、まず根拠を確認したうえで、私自身の見解を反省すること。 

以上、対話の基本姿勢を学ぶこと。 

要するに、他者理解を目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

旧約聖書の有名な説話を、読む。いざ読むと、いろいろ不可解な点に突き当たる。その不可解は、はたして我々の知識不足によ

る（ので、知識を増やせば解消する）ものだろうか。それとも、原作自体が当初から難解なものとしてある（ので、知識を増やして

も、不可解は解消しないどころか、むしろ知識量に比例して増殖する）のか。さまざまな説話を手がかりに考えてみたい。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 旧約聖書とキリスト教 

2. 世界 

3. 家族 

4. 英雄 

5. 自由 

6. 祭儀 

7. 流浪 

8. 法律 

9. 戦争 

10. 国家 

11. 民族 

12. 人生 

13. 予言 

14. 総括：旧約聖書とユダヤ教 

 

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

聖書に関する専門知識は、とりあえず必要ない。 

日常生活の事件を、よく観察すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

学期中の提出物（予習課題、コメントペーパーなど）(100%) 

毎度、リアクションペーパーの提出を求める。感想、批判、質問、意見を、遠慮なく記入すること。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 『聖書 新共同訳』、日本聖書協会 

2. 荒瀬牧彦／松本敏之、2016、『そうか！なるほど！！キリスト教』、日本キリスト教団出版局 

3. 2015、『大法輪６（特集「これでわかる世界の宗教《聖典》入門』、大法輪閣 

4. 2015、『文語訳 旧約聖書 I 律法』、岩波書店 

5. 三宅隆太、2015、『スクリプトドクターの脚本教室・初級篇』、新書館 

聖書については新共同訳を基本とするが、どの翻訳でもよい。いずれの場合も「旧約聖書」を含む版が必要。テキストの準備につ

いては、最初の授業時に説明する。 

 

参考文献（Readings） 
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1. エーリッヒ・アウエルバッハ、1994、『ミメーシス 上巻』、ちくま学芸文庫 

2. 山我哲雄、2003、『聖書時代史 旧約篇』、岩波現代文庫 

3. 長谷川修一、2013、『聖書考古学』、中公新書 

4. 三宅隆太、2016、『スクリプトドクターの脚本教室・中級篇』、新書館 

1．は、旧約聖書を文学作品として鑑賞する手引に最適。 

2．、3．は、旧約聖書を歴史学の立場で読む手引に最適。 

4．は、聖書を含む様々な話芸・文芸を批評する態度を学ぶに最適。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

受講生の皆様、何か良い本（好きな本、気になる本）があれば、お教えください。参考します。 

 

注意事項（Notice） 
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■FA104 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

聖書考古学 

(Biblical Archaeology) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
「聖書」と「考古学」はどう関わってきたか 

担当者名 

（Instructor） 
宮崎 修二(MIYAZAKI SHUJI) 

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） 
CMP2100 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2016 年度以降 1 年次入学者対象科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「聖書」という宗教文書の理解に考古学はどのような役割を果たすのか。考古学調査に対して、聖書信仰はどのような影響を与え

てきたのか。両者の関係の歴史を辿りながら、聖書研究、考古学研究、西アジア古代史研究の将来を展望する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

講義形式で、聖書思想、イスラエル史研究、考古学調査の関係をそれぞれの立場から多角的に検討していく。それぞれの分野に

ついての入門的な知識にも触れていく。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション、「聖書考古学」とはなにか 

2. 聖書における歴史と考古学 １（「聖書」という書物について） 

3. 聖書における歴史と考古学 ２（歴史的・地理的概観） 

4. イスラエルの起源から見る聖書と考古学（１）時代像 

5. イスラエルの起源から見る聖書と考古学（２）聖書解釈と考古学 

6. 古代の生活を探る（１）Household Archaeology とフェミニズム 

7. 聖書考古学の歴史（１）前史と黎明期 

8. 聖書考古学の歴史（２）方法論の進展 

9. 聖書時代の文化的考察の諸相（１）アブラハムは実在したのか？ 

10. 聖書時代の文化的考察の諸相（２）王国時代史 

11. 古代史の中の「聖書」の地：「海の民」と「1200 年問題」 

12. 古代イスラエル宗教と考古学 

13. 古代の生活を探る（２）エスニシティと物質文化 

14. まとめ 

 

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

「テキスト」に指定した書籍のうち、長谷川「聖書考古学」、山我「聖書時代史」を学期中に各自通読すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(70%)/中間課題１(10%)/中間課題２(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 長谷川修一、2013、『聖書考古学』、中央公論新社 (ISBN:978-4-12-102205-9) 

2. 長谷川修一、2014、『旧約聖書の謎』、中央公論新社 (ISBN:978-4-12-102261-5) 

3. 山我哲雄、2003、『聖書時代史 旧約篇』、岩波書店 (ISBN:978-4006000981) 

4. 長谷川修一、2011、『ヴィジュアル BOOK 旧約聖書の時代と世界』、日本キリスト教団出版局 (ISBN:978-4818407916) 

5. 月本昭男、1994、『目で見る聖書の時代』、日本基督教団出版局 (ISBN:978-4818401938) 

 

参考文献（Readings） 

1. William Dever. 2017. Beyond the Texts: An Archaeological Portrait of Ancient Israel and Judah, . Society of Biblical Literature 

(ISBN:978-0884142188) 

2. Michael D. Coogan et al.,. 2012. Stories from Ancient Canaan. Westminster John Knox Press (ISBN:978-0664232429) 

3. Jennie Ebeling,. 2010. Women's Lives in Biblical Times,. T&T Clark (ISBN:978-0567196446) 

4. Rainer Albertz et al. eds.,. 2014. Family and Household Religion: Toward a Synthesis of Old Testament Studies, Archaeology, 
Epigraphy, and Cultural Studies. Eisenbrauns (ISBN:978-1575062884) 

5. Iain Provan et al.. 2015. A Biblical History of Israel. Westminster John Knox Press (ISBN:978-0664239138) 

6. Daniel L. Pals,. 2014. Nine Theories of Religion. Oxford Univ Press (ISBN:978-0199859092) 

7. John Bowen,. 2017. Religions in Practice: An Approach to the Anthropology of Religion. Routledge (ISBN:978-1138221123) 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FA105 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

ジェンダーとキリスト教 

(Gender and Christianity) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
ジェンダーからみた「キリスト教・宗教」論再考 

担当者名 

（Instructor） 
古澤 有峰(FURUSAWA YUMI) 

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） 
CMP2100 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2016 年度以降 1 年次入学者対象科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

ジェンダーの視点からキリスト教と宗教を捉えなおす。 

 

授業の内容（Course Contents） 

理論と実際の両方を検証する事を通じて、ジェンダーとキリスト教をめぐる問題や課題について学習・理解を深める。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入：ジェンダーの視点からキリスト教と宗教を捉えなおす 

2. ジェンダーの視点からキリスト教における「聖書」「神」を再考する 

3. ジェンダーとキリスト教からみた性的マイノリティ（１） 

4. ジェンダーとキリスト教からみた性的マイノリティ（２） 

5. ジェンダーとキリスト教からみた性的マイノリティ（３） 

6. ジェンダーとキリスト教からみた生命倫理（１） 

7. ジェンダーとキリスト教からみた生命倫理（２） 

8. ジェンダーとキリスト教からみた生命倫理（３） 

9. ジェンダーとキリスト教からみたスピリチュアルケア（１）  

10. ジェンダーとキリスト教からみたスピリチュアルケア（２） 

11. ジェンダーとキリスト教からみたスピリチュアルケア（３） 

12. ジェンダーとキリスト教からみたスピリチュアルケア（４） 

13. ジェンダーとキリスト教からみたスピリチュアルケア（５）（１～３：医療・看護・社会福祉・心理学関連 ４、５：音楽・アート関

連） 

14. まとめ・授業総括 

 

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

特になし。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(60%)/出席およびリアクションペーパー(40%) 

遅刻や途中退席は原則認めない。単位修得の為には 80%以上の出席が必要。 

 

テキスト（Textbooks） 

特に指定しない。 

 

参考文献（Readings） 

必要に応じて提示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FA106 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

イスラームの世界 

(World of Islam) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
哲学・神秘主義・原理主義 

担当者名 

（Instructor） 
青木 健(AOKI TAKESHI) 

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） 
CMP2100 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2016 年度以降 1 年次入学者対象科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

イスラーム思想を東方キリスト教・ゾロアスター教など，西アジアの諸思想との比較の中で理解する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

イスラームの形成と発展に至る歴史的展開を重視する。古代末期に東方キリスト教・ゾロアスター教の文化圏でイスラームが成

立する過程から始まり，ヘレニズムの影響下に哲学・科学を受容して独特のイスラーム文明を発展させるまでを追う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 古代末期の西アジア①～東方キリスト教とビザンティン帝国～ 

2. 古代末期の西アジア②～ゾロアスター教とペルシア帝国～ 

3. 古代末期の西アジア③～偶像崇拝とアラビア砂漠～ 

4. 預言者ムハンマドとイスラームの勃興 

5. イスラームの大征服活動 

6. ヘレニズムの吸収とイスラーム哲学・科学の成立 

7. イスラームの社会秩序～イスラーム法学～ 

8. イスラームの内省～イスラーム神学とイスラーム神秘主義～ 

9. イブン・アラビーの出現と存在一性論 

10. 神秘主義的イスラームの時代 

11. インド・イスラームの特徴 

12. サラフィー主義とイスラーム復興運動 

13. ワッハーブ派とバアス党 

14. イスラーム原理主義へ 

 

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

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)(70%)/出席および授業態度(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 青木健、2008、『ゾロアスター教史』、刀水書房 

2. 青木健、2012、『古代オリエントの宗教』、講談社 

小杉泰『イスラームとは何か』（講談社現代新書 1994 年） 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FA107 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

「宗教」とは何か 

(What is  religion ?) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
宗教学入門 

担当者名 

（Instructor） 
江川 純一(EGAWA JUNICHI) 

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） 
CMP2100 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2016 年度以降 1 年次入学者対象科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「宗教」という概念＝用語の多角的な検討や系譜学的な考察により、「宗教」という言葉に敏感になることを目指す。 

 

授業の内容（Course Contents） 

本授業は、個別の宗教についての解説ではなく、「宗教」概念についての考察である。 

具体的には、19 世紀後半以降の科学的宗教研究（宗教学）の流れを紹介しながら、「宗教」と学問的に向き合うとはどういうこと

かについて論じる。 

「信じる」でも「遠ざける」でもなく、「《宗教》について知る」という立場について考察したい。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. はじめに 日本は本当に「無宗教」なのか？ 

2. 「宗教」概念をめぐる諸問題（1） ビリーフとプラクティス 

3. 「宗教」概念をめぐる諸問題（2） 「民俗宗教」 

4. 「宗教」はどのように研究されてきたか（1） 問題の所在 

5. 「宗教」はどのように研究されてきたか（2） 霊魂論 

6. 「宗教」はどのように研究されてきたか（3） 最高存在論 

7. 神観念の諸相 

8. 「原始宗教」「未開宗教」論 

9. マギア（呪術、魔術、魔法）論 

10. 神話をいかに解釈するか（1） 19 世紀の神話学 

11. 神話をいかに解釈するか（2） 20 世紀の神話学 

12. 儀礼の検討（1） 理論編 

13. 儀礼の検討（２） 事例編 

14. 贈与が持つ意味 

 

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

配布プリントを必ず復習すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/中間レポート（2 回）(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

毎回プリントを配布する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

文献リスト http://d.hatena.ne.jp/pettazzoniano/20141226/1419569886 

 

注意事項（Notice） 
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■FA108 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

現代社会と人間 

(Contemporary Society and Humanity) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
「自己責任論」をのりこえる 

担当者名 

（Instructor） 
和田 悠(WADA YU) 

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） 
CMP2100 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「自己責任論」の罠に陥ることなく、現代日本社会のあり方を批判的に認識できるようになる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

時代をつくる文化ラボ制作『リアル世界をあきらめない――この社会は変わらないと思っているあなたへ』（はるか書房、2016 年）

をテキストに、現代日本社会における労働、自由、民主主義、家族、環境問題、社会運動について考える。テキストは 4 章構成に

なっており、各章を 3 回づつのペースで扱う。「現代社会と人間」を人文学の方法を駆使して多様に論じるという本科目の定義を

踏まえ、現在のところ扱う予定のトピックは、生活保護問題、死刑廃止問題、子どもの貧困と居場所の問題、ウーマンリブの問

題、水俣病の問題である。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 第１章 自由のラプソディについて(1) 

3. 第１章 自由のラプソディ(2) 

4. 第１章 自由のラプソディ（3) 

5. 第 2 章 民主主義のアンチエイジング(1) 

6. 第 2 章  民主主義のアンチエイジング(2) 

7. 第 2 章  民主主義のアンチエイジング(3) 

8. 第 3 章  生活世界のアクチュアリティ(1) 

9. 第 3 章  生活世界のアクチュアリティ(2) 

10. 第 3 章  生活世界のアクチュアリティ(3) 

11. 第 4 章 環境へのマニュフェスト(1) 

12. 第 4 章 環境へのマニュフェスト(2) 

13. 第 4 章 環境へのマニュフェスト(3) 

14. 授業の振り返り 

 

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関する指示は、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） 

1. 時代をつくる文化ラボ（制作）、2016、『リアル世界をあきらめない――この社会は変わらないと思っているあなたへ』、はるか書

房 (ISBN:4434226215) 

テキストの内容を踏まえて講義を行なう。筆記試験の出題範囲にテキストの内容は含まれることから、テキストは必携である。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

基本的に講義形式とし、映像資料などを適宜活用する。場合によっては学生を指名して発言をもとめることがある。 

 

注意事項（Notice） 
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■FA109 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

現代社会と人間 

(Contemporary Society and Humanity) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
歴史から現代の「子ども」を見る視角を学ぶ 

担当者名 

（Instructor） 
元森 絵里子(MOTOMORI ERIKO) 

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） 
CMP2100 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

近代的子ども観に関する歴史学および社会学の知見を学ぶことで、現代の子どもをめぐる議論を相対化しつつ、現代の子どもや

大人をめぐる事象を分析する視点を身につける。 

 

授業の内容（Course Contents） 

 「子ども」とは何か、「大人」の境とは何か。普遍的に決まるのか、歴史的に変化するのか。生物学的に決まるのか、社会的に決

まるのか。このような問いについて、歴史学と社会学の知見を紹介しながら考えていく。 

 フィリップ・アリエス『〈子供〉の誕生』以降、子どもを保護し教育するという子ども観は近代的なものだと言われている。前半で

は、それの内実はどのようなものか、子ども観と実態とはどうずれているのか等をヨーロッパの子ども史から確認する。後半で

は、明治以降の近代日本の子ども観を歴史社会学的に検討することを通して、現代の子ども（／大人）と子ども観を見る視点を養

う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 子ども観の歴史性 

3. 子どもの誕生から子どもの揺らぎへ？ 

4. 子どもに関する理想・規範の近代 

5. 子どもの実態の近代 

6. 「子ども」を見る社会学的視角 

7. 子ども・家族・国家 

8. 尊重と統制の振り子 

9. 保護・教育と責任の振り子 

10. 多様な子ども観・多様な子ども期 

11. 規範の浸透と多様性の潜在化 

12. 子ども／大人の曖昧化と多様性の再発見 

13. 今、子どもをどう見るか（事例研究） 

14. まとめ 

 

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

授業時に指示する（授業を復習し、感想を提出することを求める予定）。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(100%) 

授業内で指示する授業内課題を提出していない場合は、成績評価の対象としないことがある。 

 

テキスト（Textbooks） 

授業時にレジュメ等を配布するが、併せて以下の参考文献（特に 1）を参照しておくことが望ましい。 

 

参考文献（Readings） 

1. 元森絵里子、2014、『語られない「子ども」の近代ーー未成年者保護制度の歴史社会学』、勁草書房 (ISBN:978-4-326-

60268-1) 

2. ヒュー・カニンガム、2013、『概説子ども観の社会史：ヨーロッパとアメリカにみる教育・福祉・国家』、新曜社 (ISBN:978-4-

7885-1361-7) 

3. フィリップ・アリエス、1980、『〈子供〉の誕生：アンシァン・レジーム期の子供と家族生活』、みすず書房 (4-622-01832-2 C1030) 

これ以外の参考文献は授業時に紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

講義形式の授業となるが、リアクションペーパー等での積極的な参加を期待する。 
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注意事項（Notice） 
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■FA110 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

哲学への扉 

(Door to Philosophy) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
哲学の発想法を知る 

担当者名 

（Instructor） 
佐々木 一也(SASAKI KAZUYA) 

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） 
CMP2100 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2016 年度以降 1 年次入学者対象科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

哲学特有の考え方を知る。社会制度が哲学によって設計されていることを知る。自分の生活実感に基づく人生観や世界観と哲学

によるそれらとの違いを知る。近代哲学と現代哲学の違いを知り、将来に向けた哲学的課題を自覚する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

英語で philosophy という「哲学」の名前が元来ギリシャ語であることからわかるとおり，哲学は古代ギリシャという一地域で始まっ

たローカルな思考文化である。近代化の過程でグローバルに使用されるようになった哲学の発想の原点を知り，日本の伝統的発

想法との異同を自覚して，自分の将来を考える道具として哲学を使って考えてみる。日常生活の中から哲学の問題を拾いつつ，

未来の哲学を見据えて現代という状況を考えてみたい。講義のスタイルをとるが，適宜参加者の意見や感想を表明してもらいな

がら，授業を進める。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 哲学への気づき：本質への問い 

2. 古代ギリシャのロゴス：秩序と論理 

3. 現代社会に隠れている哲学：社会と世間のずれ 

  第１回中間レポート課題提示 

4. 近代哲学の特徴（１）：人間主体主義 

5. 近代哲学の特徴（２）：合理主義 

6. 近代哲学の特徴（３）：客観主義 

7. 現代哲学の特徴（１）：哲学の自己批判 

8. 現代哲学の特徴（２）：徹底的自由主義 

9. 現代哲学の特徴（３）：相対主義 

  第２回中間レポート課題提示 

10. 私たちの哲学問題（１）：生まれたこと・命 

11. 私たちの哲学問題（２）：愛と恋愛 

12. 私たちの哲学問題（３）：人生と選択 

13. 私たちの哲学問題（４）：社会へのかかわり 

14. まとめ：哲学への扉を開けよう 

 

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

次回プリントを Blackboardに事前にアップするので，授業までに自分でダウンロードして必ず一読して，自分なりの課題を見つけ

てくること。プリントは自分で印刷して持参すること。授業中にマイクを回して意見を求めることがある。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(50%)/第１回中間レポート(10%)/第２回中間レポート(20%)/リアクションペーパー(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

プリントをダウンロードできるようにする。 

 

参考文献（Readings） 

授業中に指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 



 - 47 - 

■FA111 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

哲学への扉 

(Door to Philosophy) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
イメージ思考の可能性に向けて 

担当者名 

（Instructor） 
今村 純子(IMAMURA JUNKO) 

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） 
CMP2100 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2016 年度以降 1 年次入学者対象科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 存在や倫理をイメージとして捉え直し、それを自分自身の言葉で表現できるようになることを目標としています。 

 

授業の内容（Course Contents） 

 「すべての学問は、哲学となったのちに詩となる」というノヴァーリスの言葉は、わたしたちの生に知性が不可欠であること、さら

にその知は、究極的には、わたしたちが抱く美的感情において輝き出ることをあらわしていると言えるでしょう。このことは、たとえ

ば、『イーリアス』や『平家物語』が口承されてきたという事実のうちに、そして、そうしたいと思う「なにものか」がわたしたちそれぞ

れの心に兆す不思議さのうちに、感得されるのではないでしょうか。 

  この講義では、ヴェイユ、シオラン、アガンベンといった哲学者たちの思想を手がかりにしつつ、芸術作品が醸し出す美の閃光

において映し出された善や正義（あるいは悪や不正義）が、どのようにしてわたしたちの想像力（＝イメージする力）を十全に開花

させ、類比的思考を促すのかを考察してみたいと思います。 

 

★取り上げる予定の映画／文学：宮崎駿監督『風立ちぬ』、王兵（ワン・ビン）監督『鳳鳴（フォンミン）——中国の記憶』、ジョン・フォ

ード監督『わが谷は緑なりき』など／松浦理英子『ナチュラル・ウーマン』、ミラン・クンデラ『存在の耐えられない軽さ』、D.H.ロレン

ス『チャタレイ夫人の恋人』など 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. われ〈イメージする〉、ゆえにわれあり 

2. 言葉と「具体的なるもの」 

3. 現象からイメージへ 

4. イメージのまがい物 

5. 想像力と欲望の問題 

6. リアリティとは何か 

7. イメージにおける「相反するものの一致」 

8. 詩は絵のごとく/絵は詩のごとく 

9. 資本主義と詩 

10. 暴力と詩 

11. 科学技術時代のイメージ思考 

12. 言葉、絵画、音楽のあわい 

13. 「芸術創造」と「生の創造」 

14. 美学(見ること)から詩学(創ること)へ 

 

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

 授業で学んだイメージ思考を、日常生活や実際の読書体験のなかで類比的に捉え直し、表現することを心がけてください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(60%)/受講態度・積極性(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. シモーヌ・ヴェイユ著、今村純子編訳、2018、『シモーヌ・ヴェイユ アンソロジー』、河出文庫 

その他、授業中にプリントを配布します。 

 

参考文献（Readings） 

1. 今村純子著、2010、『シモーヌ・ヴェイユの詩学』、慶應義塾大学出版会 (ISBN:978-4766417289) 

2. 今村純子編、2011、『現代詩手帖特集版 シモーヌ・ヴェイユ』、思潮社 (ISBN:978-4783718680) 

3. シモーヌ・ヴェイユ著、今村純子訳、2011、『前キリスト教的直観』、法政大学出版局 (ISBN:978-4588009648) 

4. ミクロス・ヴェトー著、今村純子訳、2006、『シモーヌ・ヴェイユの哲学』、慶應義塾大学出版会 (ISBN:978-4766412628) 

その他、授業中に、多数、指示します。 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FA112 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

論理的思考法 

(How to Think Logically) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
論理学入門 

担当者名 

（Instructor） 
津留 竜馬(TSURU RYOUMA) 

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） 
CMP2100 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

この授業の目標は、論理学の基礎的な証明技術を習得してもらうことです。 

 

授業の内容（Course Contents） 

科目名は「論理的思考法」となっていますが、この授業で実際に学ぶのは「論理学」という学問です。論理学と論理的思考法は別

のものです。論理学は論理的に正しい推論を扱う学問です。授業では、論理的に正しい推論を行うための「自然演繹」という証明

のシステムを学びます。授業は、例題の説明、練習問題を解いてもらう、という流れですすみます。また授業中には小テストも行

い、これによって成績をつけます。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入 

2. 論理式の定義 

3. 真理表 

4. 付値 

5. 自然演繹システム 

6. 連言の推論規則 

7. 含意の推論規則 

8. 選言の推論規則 

9. 否定の推論規則 

10. 証明の基本方針（１） 

11. 証明の基本方針（２） 

12. 代表的な論理法則（１） 

13. 代表的な論理法則（２） 

14. 二重否定除去規則 

 

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

授業中に指示します。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

小テスト（１）(33%)/小テスト（２）(33%)/小テスト（３）(34%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 前原昭二、『記号論理入門』、日本評論社 

2. 野矢茂樹、『論理学』、東京大学出版会 

3. 戸田山和久、『論理学をつくる』、名古屋大学出版会 

4. 小野寛晰、『情報科学における論理』、日本評論社 

5. 鹿島亮、『数理論理学』、朝倉書店 

6. 福山克、『数理論理学』、培風館 

7. 松本和夫、『数理論理学』、共立出版 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FA113 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

教育と人間 

(Education and Humanity) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
哲学的人間観と教育論 

担当者名 

（Instructor） 
西山 晃生(NISHIYAMA TERUO) 

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） 
CMP2100 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

哲学を中心としたさまざまな文献を読み解き、人間や社会をめぐるものの見方と教育に関する思想との結びつきを理解する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

教育は人間が自己を形成し、社会の中で生きていくための助けとなるものです。したがって、教育に関して考えるためには、社会

と人間に関する確固とした視点が必要になります。本講義では、古代から近現代までの（主に西洋哲学の）文献を扱い、その人

間観と社会観を読み解き、教育との結びつきを検討します。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 古代ギリシアの哲学 

3. プラトンの教育論 対話篇を読む 

4. アリストテレスの教育論 『ニコマコス倫理学』を読む 

5. ルソー1 自然状態について 『人間不平等起源論』を読む 

6. ルソー2 社会のあり方について 『社会契約論』を読む 

7. ルソー3 人間形成について  『エミール』を読む 

8. カント 1 道徳について 『人倫の形而上学の基礎づけ』『実践理性批判』を読む 

9. カント 2 啓蒙について 「啓蒙とは何か」を読む 

10. カント 3 教育について 『教育論』講義を読む 

11. フーコー1 近代について 『言葉と物』を読む 

12. フーコー2 規律について 『監獄の誕生』を読む  

13. フーコー3 フーコーと近代日本の教育 

14. 全体のまとめ 

 

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

前の回の内容を踏まえて講義を進めるので、復習は必要です。授業前にプリントやノートを見直し、大まかな内容を理解しておい

てください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

テキストは使用しません（プリントを配布します）。 

 

参考文献（Readings） 

1. アリストテレス、2002、『ニコマコス倫理学』、京都大学学術出版会 

2. ルソー、1962-4、『エミール』(上・中・下)、岩波文庫 

3. カント、2000、『カント全集７』、岩波書店 

4. フーコー、1977、『監獄の誕生』、新潮社 

他の参考文献は講義中に指示します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FA114 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

歴史への扉 

(Door to History) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
日本近世の身分について考える 

担当者名 

（Instructor） 
後藤 雅知(GOTO MASATOSHI) 

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） 
CMP2100 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2016 年度以降 1 年次入学者対象科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

江戸時代、すなわち日本近世の社会の大きな特徴の一つは、身分制社会であったことである。現代社会とは異なる身分制社会

は、どのような特徴をもつ社会であったのか、具体的なありようを理解することを目的とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

日本近世の社会は身分制社会であった。このことは周知のことであろう。一般的には士農工商という身分制度があったと思われ

がちであるが、そうした簡単な社会でなかったことは、天皇や僧侶、神主などが存在したことから、すぐに理解できよう。ではどの

ような身分制であったのか、どのような社会であったのか、それを具体的に明らかにしてゆく。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 身分社会の捉え方（１） 

3. 身分社会の捉え方（２） 

4. 身分社会の捉え方（３） 

5. 身分社会の捉え方（４） 

6. 身分的中間層（１） 

7. 身分的中間層（２） 

8. 身分的周縁（１） 

9. 身分的周縁（２） 

10. かわた身分 

11. 非人身分 

12. 多様な身分のありよう（１） 

13. 多様な身分のありよう（2） 

14. まとめ 

 

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

授業時間に適宜指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(40%)/出欠確認を兼ねたコメントペーパーおよび複数回のレポート提出(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 塚田孝、2010、『近世身分社会の捉え方』、部落問題研究所 (ISBN:4829810777) 

その他は適宜指示する。 

 

参考文献（Readings） 

適宜指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

30 分以上の遅刻は認めないので、入室を禁止する。４分の３以上の出席が確認できない場合、単位履修はできない。 

 

注意事項（Notice） 
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■FA115 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

歴史への扉 

(Door to History) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
古代地中海世界の宗教と社会 

担当者名 

（Instructor） 
師尾 晶子(MOROO AKIKO) 

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） 
CMP2100 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2016 年度以降 1 年次入学者対象科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 中学や高校の世界史のような暗記科目ではない歴史学の手法を学ぶ。史資料をもとに古代地中海に生きた人びとが聖域をど

のようなものとしてとらえ、宗教をどのように実践していたかを多面的に考察する。こうした作業を通じて、史資料へのアプローチ

の仕方、史資料読解の楽しみと手法を体得する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

 現代世界においても政治、社会と宗教は複雑かつ密接に関わりあっている。本講義では、古代地中海世界における聖域と社会

のあり方を多様な史資料にもとづきながら考察することから、人間の精神の営みでもある宗教と社会の関わりについての考え

方、見方を提示してゆく。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. はじめに 聖域とは何か 

2. 時の管理（1）暦のコントロール 

3. 時の管理（2）祭暦の記録と記憶 

4. ある市民の一生 

5. ポリスの祭典（1） 

6. ポリスの祭典（2） 

7. ポリスの祭典（3） 

8. 新しい宗教の導入（1）新しい宗教が導入されるとき 

9. 新しい宗教の導入（2）外国人のための聖域 

10. 新しい宗教の導入（3）神々の混交 

11. 新しい宗教の導入（4）支配者崇拝 

12. 祭典のネットワーク（1） 

13. 祭典のネットワーク（２） 

14. おわりに 

 

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

 各自教科書を読み進めておくこと。また配付資料の理解に努め、予習復習をおこなうこと。詳細については、別途指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/リアクションペーパーの内容(40%)/中間小レポート(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 浦野聡編、2017、『古代地中海の聖域と社会』、勉誠出版 (ISBN:9784585221678) 

授業時ないし Blackboardを通じて別途プリントを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

初回授業時に提示する。また随時参考文献を紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 パワーポイントを使用した講義形式で、資料配布については Blackboardを使用する。受講人数によっては、グループディスカッ

ションおよびグループ作業をおこなう。 

 

注意事項（Notice） 
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■FA116 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

歴史への扉 

(Door to History) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
西洋史を中心とした、人間社会と「歴史」の関係 

担当者名 

（Instructor） 
大谷 哲(OTANI SATOSHI) 

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） 
CMP2100 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2016 年度以降 1 年次入学者対象科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

古代西洋から現代日本に至るまで、人類が様々に展開してきた「歴史の見方・語り方」を学び、それらの「歴史」と同時代社会との

関わりを考えることで、現代日本で歴史と社会を見る上での基本的な視角を獲得する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

人間が望ましい社会を構築し維持していくためには、自分たちが属する社会の成り立ちに対して鋭い視線を投げかけつづけるこ

とが欠かせない。人類は歴史という形で自分たちの過去を見つめ、それを語ることで現代の社会を振り返ってきた。この授業では

古代・中世のヨーロッパを起点として現代日本に至るまで、人類が様々に展開してきた「歴史の見方・語り方」を辿る。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業ガイダンス 歴史とは何か 成績評価法と課題等 

2. 異世界としての過去をのぞき見る 中世ヨーロッパの動物裁判 

3. 歴史学の意義 「日本人が古代ローマ史学んでどうすんの？」 

4. 歴史学者の技を盗め 史料批判というスキル 調査実技 

5. 史料批判と歴史の知識 映画『羅生門』を参考に 

6. 歴史を書くとはいかなる行為か 年表から見える著者の認識 

7. 歴史家を縛る歴史の枠組み 「普遍史」を事例に 

8. 「普遍史」の崩壊 科学 vs 聖書 

9. 我々に歴史を見せるものは何か 史料の特質と裏側を見透かす 

10. ゲストスピーカー講演（予定） 

11. 先入観とステレオタイプ 何が私たちの眼を曇らせるのか 

12. 歴史学とフィクションとエンターテイメント  

13. 創られる伝統 常識を疑え 

14. まとめ 

 

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

授業時に適宜指示する。各回の授業計画は受講者と相談の上途中で変更する可能性があるので、たとえば「ヘーゲル」って何

だ？等の予習は必要ない。ただし、第一回授業には必ず参加すること。不可能な場合は第一回授業前日までに、

5544223@rikkyo.ac.jp に連絡すること。また、高校世界史Ｂ程度の知識があることが望ましいが必須ではない。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

小テスト（ランダム）(90%)/授業内ディスカッションなどへの貢献(10%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業内で適宜プリント等を配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 遅塚 忠躬、2010、『史学概論』、東京大学出版会 (ISBN:978-4130211000) 

2. 小田中 直樹、2004、『歴史学ってなんだ?』、PHP研究所 (ISBN:978-4569632698) 

3. E.H. カー（著） 清水 幾太郎 （翻訳）、1962、『歴史とは何か』、岩波書店 (ISBN:978-4004130017) 

4. 服部 良久、2010、『人文学への接近法 ―西洋史を学ぶ』、京都大学学術出版会 (ISBN:978-4876989485) 

5. E・マイヤー （著）、 M・ウェーバー （著）、森岡 弘通 （翻訳）、1965、『歴史は科学か』、みすず書房 (ISBN:978-4622005148) 

6. 土肥 恒之、2012、『西洋史学の先駆者たち』、中央公論新社 (ISBN:978-4120043987) 

7. 大戸 千之、2012、『歴史と事実―ポストモダンの歴史学批判をこえて』、京都大学学術出版会 (ISBN:978-4876988570) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

ゲストスピーカー講演は、ゲストの予定により授業日の変更ないしは中止もあり得るのでご了承いただきたい。 
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注意事項（Notice） 
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■FA117 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

歴史への扉 

(Door to History) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
日本同時代史 

担当者名 

（Instructor） 
中村 一成(NAKAMURA KAZUNARI) 

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） 
CMP2100 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2016 年度以降 1 年次入学者対象科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 今日の日本社会における諸問題の形成過程を, 歴史的に位置づけて理解すること｡加えて，そうした理解を文章の形で的確に

説明できるようになること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

 いつの時代にも ｢転換期｣ や ｢時代の岐路｣ が意識されるものだが, 今日の日本で暮らす我々もまた先行きの不透明な時代

を生きている｡ そのなかで自身の立ち位置を的確に理解するためには， 眼前の事態にのみ拘泥するのではなく，時間軸に沿っ

て思考の射程を過去に拡張し ｢後ろから前を視る｣ という思考様式，すなわち「歴史的思考様式」 を身に着けることが望ましい｡ 

この際, 思考の起点を過去の方向に延ばせば延ばすほど自身の立ち位置はより明瞭となり, さらには ｢より確からしい未来｣ を

展望することができるようになるであろう｡ とはいえ時間の制約もあり，本講義では今日の時点より 70 年ほど遡って検討するにと

どまる。受講者には本講義で「歴史への扉」を叩き，さらなる過去社会への探求に踏み出す機会としてほしい。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1.  イントロダクション ―｢同時代史｣をめぐって 

2.  高度成長と様々な社会問題(1) ―社会移動と産業構造の変容 

3.  高度成長と様々な社会問題(2) ―高度成長の終焉と成長政策への疑義 

4.  ｢経済大国｣と企業支配(1) ―長時間労働と女性差別 

5.  ｢経済大国｣と企業支配(2) ―社会統合と｢企業社会｣ 

6.  ｢プラザ合意｣の衝撃 ―日本現代史の一つの転換点 

7.  経済のグローバル化と新自由主義的｢改革｣ (1) ―規制緩和と『新時代の｢日本的経営｣』 

8.  経済のグローバル化と新自由主義的｢改革｣ (2) ―｢六大改革｣と揺り戻し 

9.  ｢構造改革｣と政権交代 (1) ―小泉政権論 

10.  ｢構造改革｣と政権交代 (2) ―日本社会の変容と｢改革｣の混迷 

11.  ｢構造改革｣と政権交代 (3) ―民主党政権論 

12.  今日の社会経済構造 (1) ―安倍政権論 

13.  今日の社会経済構造 (2) ―野党とオルタナティヴ 

14.  歴史からみる 21 世紀への展望 ―｢成長経済｣を問う 

 

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

 日々の新聞記事や TVニュースに関心を持って目を配ること｡ また講義中に紹介する参考文献を実際に手に取って読んでみる

こと｡ 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/中間レポート(20%)/小テスト(40%) 

本講義は決して「楽勝科目」ではない。レポート課題では「課題文献の要約とそれにもとづく考察」が課せられる。講義内容の理解

を前提として，課題文献のほか参考文献をも読み込んだ上で大量の文章を書かなければならないし，評価基準を満たさないレポ

ートには当然のことながら低い評価しか与えられない。再提出を要求する場合すらある。講義と課題を通じて知的に成長したいと

いう強い意欲を持つ受講者の履修を期待する。 

 

テキスト（Textbooks） 

 特に指定しない｡ 適宜プリント資料を配布する｡ 

 

参考文献（Readings） 

 講義の中で随時紹介する｡ 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 



 - 56 - 

注意事項（Notice） 
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■FA118 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

歴史への扉 

(Door to History) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
中・近世ヨーロッパ都市の社会と文化 

担当者名 

（Instructor） 
井上 周平(INOUE SHUHEI) 

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） 
CMP2100 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2016 年度以降 1 年次入学者対象科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

時代と地域という二重の意味で異文化である中・近世ヨーロッパの社会・生活文化の理解を通して、歴史や文化をその文脈のな

かに位置づけて把握する態度を身につける。また、歴史に関する知見が、どのようなアプローチや史資料に基づいて得られたも

のなのかを考えられるようにする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

中世から近世にかけてのヨーロッパの都市社会を取り上げ、さまざまな角度から捉えることで歴史的側面から社会・文化の多様

性を学ぶとともに、歴史研究のさまざまなアプローチの可能性についても考えていく。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 都市へのアプローチ 

3. 中世都市の成立とその社会構造 

4. 職業と同職組合 

5. 市民の日常と家 

6. 黒死病と危機の時代 

7. 都市の衛生環境 

8. 都市と大学、中世の医学 

9. 医療家たち：理髪師と瀉血 

10. 入浴文化と公衆浴場 

11. 社会の周縁：「レプラ」 

12. 社会の周縁：死刑執行人 

13. 社会の周縁：助産婦と「魔女」 

14. まとめ 

 

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

世界史とヨーロッパの地理の概要については、あらかじめ確認しておくことを勧めたい。また、講義内で参考文献を示した場合

は、適宜閲読して欲しい。それ以外の指示は、必要に応じて授業内で行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/コメントペーパーの内容(40%)/授業内の小テスト(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 河原温、1996、『中世ヨーロッパの都市世界』、山川出版社 (ISBN:9784634342309) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業スケジュールは変更される可能性もある。諸々の変更点については授業内で指示する。 

 

注意事項（Notice） 
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■FA119 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

地域研究への扉 

(Door to Area Studies) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
ツーリズムから地域を考える 

担当者名 

（Instructor） 
呉羽 正昭(KUREHA MASAAKI) 

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） 
CMP2100 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2016 年度以降 1 年次入学者対象科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

多角的な視点から地域を理解する方法を習得する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

地域研究のもとになる、環境論や地域の概念、地域的観点を解説するとともに、ヨーロッパや日本の観光地域を題材として具体

的な研究アプローチやフィールドワークの方法についても触れる。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 環境論とは何か？ 

2. 環境決定論と可能論 

3. 地域とは何か？ 

4. 地域は変化する 

5. 地域は結びつく 

6. 地域とツーリズム 

7. ヨーロッパアルプスにおけるツーリズムの時間的展開 

8. ヨーロッパアルプスにおけるツーリズムの地域的展開 

9. オーストリアのスキーリゾート 

10. 日本のスキーリゾートの発展プロセス 

11. 日本のスキーリゾートの停滞 

12. ヨーロッパの世界遺産とツーリズム 

13. ウィーンの都市ツーリズム 

14. 総括 

 

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

参考文献で学習内容を深めること。メディアなどのさまざまな情報に敏感になり、日常生活圏以外の地域について興味をもつこと

を心がけてほしい。 

 

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の内容(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

教科書は使用しない。講義内容の説明で使用する図表が印刷された資料を配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 松岡憲知ほか、2007、『地球環境学』、古今書院 (ISBN:978-4772252034) 

2. 中村和郎ほか、1991、『地域と景観』、古今書院 (ISBN:978-4772212304) 

3. 呉羽正昭、2017、『スキーリゾートの発展プロセス』、二宮書店 (ISBN:978-4817604231) 

4. 小林浩二ほか、2012、『拡大 EU とニューリージョン』、原書房 (ISBN:978-4562091898) 

5. 淡野明彦ほか、2016、『観光先進地ヨーロッパ』、古今書院 (ISBN:978-4772231800) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FA120 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

地域研究への扉 

(Door to Area Studies) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
地域を読み解く方法を学ぶ 

担当者名 

（Instructor） 
中台 由佳里(NAKADAI YUKARI) 

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） 
CMP2100 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2016 年度以降 1 年次入学者対象科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

地域を多角的な視点から読み解き、記述する方法を学ぶ。資料の選択、文献の探し方などを学び、総合してまとめる力を養う。 

 

授業の内容（Course Contents） 

地域研究のための基礎的なアプローチの仕方、テーマ設定、データの収集方法などを学ぶ。地域研究のテーマに基づき口頭発

表を行う。テーマに沿って各自の分担部分を資料、文献などに基づきレポートにまとめる。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 地域を学ぶことの意義を考える。 

2. 地域研究の方法－アプローチの仕方１ 

3. 地域研究の方法－アプローチの仕方 2 

4. 地域研究の方法－アプローチの仕方 3 

5. 「地域研究の方法」事例紹介１ 

6. 「地域研究の方法」事例紹介２ 

7. 「地域研究の方法」事例紹介３ 

8. 地域研究の方法－フィールドワークの方法１ 

9. 地域研究の方法－フィールドワークの方法 2 

10. 地域研究の方法－フィールドワークの方法 3 

11. 地域研究の実践１ 

12. 地域研究の実践 2 

13. 「地域を活かす」方法を探る 

14. 「都市を活かす」方法を探る 

 

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

事前に配布された資料を読んで準備学習を行う。テーマに基づき口頭発表の準備を行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

口頭発表(30%)/出席兼コメントカード(30%)/口頭発表のまとめレポート(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

テキストは使用しない。適宜プリントを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 村山祐司編、2006、『地域研究』、朝倉書店 

2. 梶田 真他編、2012、『地域ことはじめ』、ナカニシヤ出版 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FA121 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

多文化の世界 

(World of the Multiple Cultures) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
多文化・多民族共生教育の視点から生涯学習を捉える。 

担当者名 

（Instructor） 
呉 世蓮(OH SAEYEON) 

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） 
CMP2100 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

（１）生涯学習論の基礎的理解を踏まえて、異なる文化や言語に向き合うということの意味、基本的人権としての「学習権」や「言

語権」の役割などについて理解する。 

（２）提示されたテクストや課題の本質を読み取り、客観的な資料・事実に基づいて議論する力をつける。 

（３）クリティカル・シンキングの能力を高めるとともに、プレゼンテーションの力をつける。 

 

授業の内容（Course Contents） 

生涯学習の概念とその理論的到達点を踏まえながら、多文化・多民族共生教育の視点から異なる文化、言語、民族、貧困及び

格差の問題に向き合うことを課題とする。これまで蓄積されてきた国民の教育権論の蓄積を少数・先住民族をはじめとするマイノ

リティの教育権論へと敷衍し、国際的視野から何が課題となっているかについての明確な指標を得る。その際、各国の言語政策

と生涯学力政策を検討し、それらの進捗状況を日本と比較しつつ、生涯学習の在り方について構造的な理解を得ることを目標と

する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 前期授業のガイダンス－前期授業の目標と進め方－ 

2. 生涯学習の概念と論点（１） 

3. 生涯学習の概念と論点（２） 

4. 学習権とは（１） 

5. 学習権と近代教育思想について（２） 

6. 多文化・多民族共生教育の思想（１） 

7. 多文化・多民族共生教育の思想（２） 

8. 多文化・多民族共生教育の概念と論点 

9. 日本の多文化・多民族共生教育の現状と課題（１ 

10. 日本の多文化・多民族共生教育の現状と課題（２） 

11. アジアにおける多文化・多民族教育の推進（１） 

12. アジアにおける多文化・多民族教育の推進（２） 

13. 欧州における多文化・多民族教育の推進（１） 

14. 欧州における多文化・多民族教育の推進（２） 

 

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

この科目では、60 時間以上の授業外学修を行うこと。各回の授業で取り上げる項目について教科書や資料などを読み、授業を

受けること。授業中の発表やレポートで提出すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(40%)/授業時における各自の発表（報告）や提出物(30%)/授業への取り組み姿勢(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 岩﨑正吾、2018、『多文化・多民族共生時代の世界の生涯学習』、学文社 

 

参考文献（Readings） 

1. 岩﨑正吾、『生涯学習と多文化・多民族教育の研究』、学文社 

2. 佐藤・前田編著、『学校学力から生涯学力へ』、学文社 

3. 朝倉征夫、『多文化教育の研究』、学文社 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FA122 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

多文化の世界 

(World of the Multiple Cultures) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
東南アジアの社会と教育 

担当者名 

（Instructor） 
中田 有紀(NAKATA YUKI) 

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） 
CMP2100 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

東南アジアの国々が、多様な文化・文明の影響を受けながら、社会を形成してきた背景 

を理解したうえで、さまざまな教育の営みの特質を理解することを目的とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

この授業では、東南アジアの国々のうち、とくに大国であるインドネシアの事例を主として取り上げ、どのように国内外の文化や文

明の影響を受けながら、国家を形成してきたのかについて、社会や宗教の実態を理解したうえで、教育がどのように行われてき

たのかを検討する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入 

2. 東南アジアの民族と宗教 

3. 諸王国の成立と宗教１ 

4. 諸王国の成立と宗教２ 

5. 植民地時代と教育制度１ 

6. 植民地時代と教育制度２ 

7. 独立後の社会と教育１ 

8. 独立後の社会と教育２ 

9. 国内の様々な文化と地域性 

10. 社会の民主化と教育１ 

11. 社会の民主化と教育２ 

12. イスラーム化と教育１ 

13. イスラーム化と教育２ 

14. 総括 

 

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

・東南アジア地域についての基礎的知識を事前に学んでおくこと。 

・毎回の授業のレジュメをよく読んで復習すること。 

・授業時に紹介する参考文献を読むこと。  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

授業時に紹介する予定。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

講義内容や授業計画の順番は、最近の動向や研究成果などをふまえて変更されることがある。 

 

注意事項（Notice） 
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■FA123 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

多文化の世界 

(World of the Multiple Cultures) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
社会のなかの宗教文化 

担当者名 

（Instructor） 
永井 美紀子(NAGAI MIKIKO) 

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） 
CMP2100 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

様々な宗教文化に関する基礎的な知識を身につける。その上で自分をとりまく宗教文化の存在について客観的に理解することが

できる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

主要な宗教伝統に関して、それぞれの歴史的経緯や特徴などの基礎的な宗教文化知識について確認する。その上で、自分をと

りまく様々な宗教文化の存在について理解を深め、社会との関わりのなかで見えてくる宗教的現象をとらえなおす。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 唯一神信仰の大きな流れ１   

3. 唯一神信仰の大きな流れ２ 

4. 唯一神信仰の大きな流れ３ 

5. アジアにおける仏教の変容と展開１ 

6. アジアにおける仏教の変容と展開２ 

7. アジアにおける仏教の変容と展開３ 

8. 近代日本以降の宗教状況１ 

9. 近代日本以降の宗教状況２ 

10. 近代日本以降の宗教状況３ 

11. 現代社会のなかの宗教文化１ 

12. 現代社会のなかの宗教文化２ 

13. 現代社会のなかの宗教文化３ 

14. 講義のふりかえりとまとめ 

 

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関する指示は、必要に応じて別途指示します。授業で配布されるプリントは目を通しておいてください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(70%)/コメントペーパーの内容(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

テキストは指定しません。授業時にプリントを配布します。 

 

参考文献（Readings） 

1. 世界宗教百科事典編集委員会編、2012、『世界宗教百科事典』、丸善出版 (ISBN:4621085776) 

授業時にプリント等で適宜紹介します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業は講義形式で行ない、適宜、画像・映像資料なども活用します。 

 

注意事項（Notice） 
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■FA124 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

文化を生きる 

(Introduction to Anthropology) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
イギリス映像文化をめぐる文化交渉と文化政策の問題 

担当者名 

（Instructor） 
松本 朗(MATSUMOTO HOGARA) 

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） 
CMP2100 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

本講義において、学生は、主にイギリスと関係のある映像を題材に、〈文化〉という言葉が 19 世紀から 21 世紀にかけていかなる

変容を被ったかという問題の歴史的背景を学んだ上で、最近注目を集めている〈文化交渉学〉や〈文化政策学〉の観点をまじえる

かたちで、それらの映画テクストを考察する。また、映像テクストの基礎的な分析方法についても学ぶ。 

 

授業の内容（Course Contents） 

本講義では、〈文化〉という言葉の意味の歴史的変容を、イギリス映像文化のテクストの分析を通じて、実践的に学ぶ。学生は、

講義で基礎的な議論を理解した上で、課題において、映像テクストを実践的に分析する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction 

2. ダニー・ボイル監督とロンドン・オリンピック開会式の映像 

3. グローバリゼーションとローカルな〈文化〉(1) ロジャー・ミッシェル監督『ノッティング・ヒルの恋人』（Notting Hill, 1999） 

4. グローバリゼーションとローカルな〈文化〉(2) BBC 製作 TV ドラマ『高慢と偏見』（Pride and Prejudice, 1995） 

5. ローバリゼーションとローカルな〈文化〉(3) ジュリアン・ジャロルド監督『キンキー・ブーツ』（Kinky Boots, 2005） 

6. 人間の生活様式全体としての〈文化〉(1) ———— ナイジェル・コール監督『メイド・イン・ダゲナム』（Made in Dagenham, 2010）

（その他：サラ・ギャブロン監督『未来を花束にして』（Suffragette, 2015） 

7. 人間の生活様式全体としての〈文化〉(2) ———— ケン・ローチ監督『わたしは、ダニエル・ブレイク』（I, Daniel Blake, 2016） 

8. ソフトパワーとしての〈文化〉(1) テレンス・ラティガン原作、ロレンス・オリヴィエ監督『王子と踊り子』（Prince and the 

Showgirl, 1957） 

9. ソフトパワーとしての〈文化〉(2) 歴史について考える————サイモン・カーティス監督『マリリン 7日間の恋』（My Week with 

Marilyn, 2011） 

10. ソフトパワーとしての〈文化〉(3) 歴史について考える————『人生はシネマティック！』（Their Finest, 2017） 

11. 国際共同製作映画 (1) 世界各地のグローカリゼーション————『ブライドと偏見』（Bride and Prejudice, 2004）、『きっと、うま

くいく』（3 Idiots, 2009）から考えるボリウッド（Bollywood）、トリウッド（Tollywood）、ノリウッド（Nollywood） 

12. 国際共同製作映画 (2) 世界各地のグローカリゼーション————サラ・ウォーターズ『荊の城』原作、パク・チャヌク監督『お嬢

さん』（아가씨, 2017） 

13. 国際共同製作映画 (3) デイヴィッド・クローネンバーグ監督『イースタン・プロミス』（Eastern Promises, 2007） 

14. 絵画の価値、文化の価値————リドリー・スコット監督『プロヴァンスの贈り物』（A Good Year, 2006）、ガイ・リッチー監督『ロ

ックンローラ』（RocknRolla, 2008） 

 

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

各回の講義の予習として、指定されている資料を必ず読んでくること。復習として、いくつかの映像テクストを課題に出す。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(70%)/小さな課題(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 渡辺靖、2015、『〈文化〉を捉え直す————カルチュラル・セキュリティの発想』、岩波書店 (ISBN:978-4-00-431573-5) 

 

参考文献（Readings） 

1. 板倉厳一郎他、2008、『映画でわかるイギリス文化入門』、松柏社 (ISBN:978-4775401385) 

2. 大谷伴子他編著、2010、『ポスト・ヘリテージ映画————サッチャリズムの英国と帝国アメリカ』、上智大学出版 (ISBN:978-

4324088678) 

3. 河島伸子他編著、2012、『イギリス映画と文化政策————ブレア政権以降のポリティカル・エコノミー』、慶應義塾大学出版会 

(ISBN:978-4766419764) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■FA125 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

文化を生きる 

(Introduction to Anthropology) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
「池袋学」入門 

担当者名 

（Instructor） 
後藤 隆基(GOTO RYUKI) 

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） 
CMP2100 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

1918 年（大正 7）に立教大学が築地から池袋にキャンパスを移転して今年で 100 年。大学が位置する池袋（豊島区）の歴史や文

化等を学び、自分が日々通っている地域についての理解を深める。 

 

授業の内容（Course Contents） 

郊外の地であった池袋に現在の山手線の駅が開設されたのが 1903 年（明治 36）。その後、関東大震災や戦災などを経て、しだ

いに都市化し、今や副都心の一角を占めるまでに発展した。本授業では、池袋（豊島区）の歴史的・文化的資源に焦点を当て、い

くつかの事例について学ぶ。自分たちがどのような場所で学生生活を送っているのかを知り、地域への関心と理解を深める契機

としたい。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション：「池袋学」について 

2. 「池袋の女」という怪奇譚 

3. 雑司が谷と『赤い鳥』文化圏 

4. 池袋モンパルナスと小熊秀雄と沖縄 

5. 立教大学の隣に住んでいた江戸川乱歩 

6. ヤミ市からの復興 

7. 知られざる戦後池袋の小劇場演劇 

8. トキワ荘に集う漫画家たち 

9. 池袋をうたう：青江美奈「夜の池袋」 

10. 堤清二と西武百貨店とセゾン文化 

11. 『池袋ウエストゲートパーク』を読む／観る 

12. 現代演劇地図における池袋の位置 

13. 文化創造都市としての豊島区 

14. まとめ：池袋文化の未来 

 

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

可能な限り、紹介する文献を読み、関連する演劇、映画、テレビドラマ、展覧会等を観ること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/毎回のリアクションペーパー(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 池袋学事務局、2015、『池袋学講演録 2014 年度』 

2. 池袋学事務局、2016、『池袋学講演録 2015 年度』 

3. 池袋学事務局、2017、『池袋学講演録 2016 年度』 

『池袋学講演録』は、立教大学図書館 HP内の「立教 Roots」から全文 PDFで読むことができます。その他、必要に応じて授業時

に紹介します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FA126 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

文化を生きる 

(Introduction to Anthropology) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
ニーチェ哲学とギリシア精神 

担当者名 

（Instructor） 
青木 純一(AOKI JUNICHI) 

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） 
CMP2100 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

19 世紀の哲学者であるニーチェが、古代ギリシア文化をいかに受容・解釈し、さらにその解釈がニーチェ自身の哲学にどのよう

な影響を与えたかを解読していく。この解読を通じて、異文化を学ぶということの意味を追求する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

授業ではまず、ニーチェのギリシア精神の受容と解釈を『悲劇の誕生』を中心に解読する。その際に、「ディオニュソス的なもの」と

いう概念の把握を主眼とする。次に、ニーチェの中心思想である永遠回帰について、その内容を主に『ツァラトゥストラ』を通じて解

読していく。最後に、「ディオニュソス的なもの」という概念に由来する「強さのペシミズム」とニーチェにおける「ニヒリズム」の意味

の連関を、『道徳の系譜学』第３論文の解読を通じて明らかにし、初期ニーチェが把握したギリシア精神の解釈が、後期のニーチ

ェ哲学に影響を与えた様相を分析する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 「ディオニュソス的なもの」と「アポロ的なもの」１ 講義 

3. 「ディオニュソス的なもの」と「アポロ的なもの」２ 講義 

4. 「ディオニュソス的なもの」と「ソクラテス的なもの」 講義 

5. ギリシア悲劇作家アイスキュロス、ソフォクレス、エウリピデスに対するニーチェの評価 講義 

6. 永遠回帰のインスピレーションと『悦ばしき知識』における永遠回帰思想の最初の伝達 講義及び小テスト 

7. 『ツァラトゥストラ』における永遠回帰思想の伝達１ 講義 

8. 『ツァラトゥストラ』における永遠回帰思想の伝達２ 講義 

9. 『ツァラトゥストラ』における永遠回帰思想の伝達３ 講義  

10. 『ツァラトゥストラ』における永遠回帰思想の伝達４ 講義 

11. 『道徳の系譜学』第３論文の解読１─ルサンチマンと疚しい良心について 講義 

12. 『道徳の系譜学』第３論文の解読２─禁欲主義的理想の発生について 講義 

13. 『道徳の系譜学』第３論文の解読３─受動的ニヒリズムと能動的ニヒリズム 講義 

14. 最終テスト 

 

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

『悲劇の誕生』『ツァラトゥストラ』『道徳の系譜学』を読んでいくので、適時予習と復習をしてほしい。また、講義の期間中にアイス

キュロス、ソフォクレス、エウリピデスの作品のうち、少なくとも１冊を読むこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(40%)/出席兼コメントペーパーの内容(30%)/授業内に行う小テスト(30%) 

授業内に行う小テストでは、参考文献に挙げる古代ギリシア悲劇の三つの作品の内の一つを論じること。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. ニーチェ、1966 年、『悲劇の誕生』、岩波文庫 (ISBN:978-4003363911) 

2. ニーチェ、1973 年、『ツァラトゥストラ』、中公文庫 (ISBN:978-4122000100) 

3. ニーチェ、1964 年、『道徳の系譜』、岩波文庫 (ISBN:978-4003363942) 

 

参考文献（Readings） 

1. アイスキュロス、1974 年、『縛られたプロメーテウス』、岩波文庫 (ISBN:978-4003210437) 

2. ソポクレス、1967 年、『オイディプス王』、岩波文庫 (ISBN:978-4003210529) 

3. エウリーピデース、2013 年、『バッカイ─バッコスに憑かれた女たち』、岩波文庫 (ISBN:978-4003210635) 

4. プラトン、1968 年、『ソークラテースの弁明・クリトーン・パイドーン』、新潮文庫 (ISBN:978-4102027011) 

5. マルティン・ハイデッガー、1997 年、『ニーチェ〈1〉美と永遠回帰』、平凡社ライブラリー (ISBN:978-4582761795) 

6. マルティン・ハイデッガー、1997 年、『ニーチェ〈2〉ヨーロッパのニヒリズム』、平凡社ライブラリー (ISBN:978-4582761849) 

7. ジル・ドゥルーズ、2008 年、『ニーチェと哲学』、河出文庫 (ISBN:978-4309463100) 
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ギリシア悲劇及びプラトンの著作は、『悲劇の誕生』に関連するものを挙げた。ハイデッガーとドゥルーズの著作は、20 世紀の哲

学者による代表的なニーチェ解釈である。他にピエール・クロソウスキー『ニーチェと悪循環』（ちくま学芸文庫）も優れた著作だ

が、内容は極めて難しい。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FA127 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

文化を生きる 

(Introduction to Anthropology) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
多文化共生社会に生きる、一方で人類の普遍性とは？ 

担当者名 

（Instructor） 
宮下 克也(MIYASHITA KATSUYA) 

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） 
CMP2100 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

本講義では、グローバル化が進む 21 世紀社会のなかで、他者と共生していくために必要な下記の視点を身につけることを目標

とする。 

1. 自文化中心主義的態度の見直し的視点 

2. すべての文化には独自の意味体系があることを認めた上で、異文化を理解しようとする文化相対主義的視点 

3. 文化相対主義を踏まえた上で、自分たちの伝統的な文化（身体化された知識や伝統的な技術を含む）を尊重する視点 

 

授業の内容（Course Contents） 

私たちは、自分の育った社会の文化的価値観を自然と身につけ、それを通して異文化を捉えてしまう。本講義では、こうした人間

に潜む自文化中心的思考を自覚することから始まり、文化の多様姓を見聞し、そして最終的に自文化において「常識＝当たり前」

とされていることを相対化し再検討することを目指す。グローバリゼーションが進行し「異文化理解」の必要性が唱えられている現

代社会だからこそ、「異文化を知り、自文化を相対化する」学問である文化人類学をぜひ学んで欲しい。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 概説：講義全体のねらいと流れの概説 

2. 文化と文化相対主義 ：文化人類学の諸学説と基本理念を学ぶ。 

3. 共同性と逸脱：同じ文化の属する者たちのコミュニケーションと異文化コミュニケーションの違いを「お笑い／コント」から考え

る。 

4. 身体に刻まれる文化（暗黙知）：文化の中で身につけた言語化し得ない身体に刻まれた知識について考える。ダンス、職人

社会の知識伝承。 

5.  家族・親族：世界の多様な家族形態を見聞した上で、現代日本の「家族」を再考する。 

6. ジェンダー：「僕たち／私たち」は生まれながらにして「男／女」であるのか？それとも徐々に「男／女」になるのだろうか？ 

7.  通過儀礼：人の一生において「子供」と「大人」の境界はどこなのか？大学生は「子供」なのか、それとも「大人」なのか？通

過儀礼論を通して考える。 

8. ケガレの構造：秩序・境界・認識をキーワードにして、差別や排除を考察する。 

9. 互酬性：贈る／もらう行為の意味は？贈与交換から人間関係や社会の仕組みを考える。 

10. 宗教と文化の混淆：人間生活と宗教との関係を考える。また、複数の宗教が混ざり合う事例を通して、ハイブリッドな文化を

考える。 

11. 死を飼いならす：なぜ死が怖いのか？なぜ人間は、あの世や天国を想像／創造するのか？ 

12. 病と文化：価値観が多様な多文化共生時代の医療のあり方について考える。 

13. 異民族の共存：多様なエスニック・グループが存在するハワイを事例に多文化共生を考える。 

14. 文化の多様性と普遍性：まとめにかえて。 

 

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

シラバスをしっかり読み、世界史と世界地理の高校レベルの基本事項を確認しておくこと。なお、詳細な予習事項は講義の際に

指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(70%)/リアクションペーパー(30%) 

出席率三分の二以下の者は一切評価しない。また、30 分以上の遅刻者は入室禁止。講義形式の授業ではあるが、能動的態度

で講義に臨んでもらうために、指名して意見を言ってもらうこともあるのでご了解いただきたい。 

 

テキスト（Textbooks） 

教科書は用いず、レジュメを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 波平恵美子編、2011、『文化人類学【カレッジ版】』、医学書院 

参考文献は毎回の講義時に紹介する。 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 70 - 

■FA128 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

人権思想の根源 

(Root of Human Rights) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
人権をめぐる諸問題ーー身体から政治までーー 

担当者名 

（Instructor） 
嶽本 新奈(TAKEMOTO NIINA) 

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） 
CMP2100 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2016 年度以降 1 年次入学者対象科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

人権思想についての歴史と知識を学び、現代社会における多様な不平等と差別の諸問題について自ら考える力を養う。 

 

授業の内容（Course Contents） 

「人権」は普遍的な概念とされるが、主に白人男性たちによって創案された成立当初は「女性の人権」が除外されていたことはと

ても有名である。本講義では、まず「人権」の歴史的経緯を把握したうえで、現代社会における具体的な諸問題を取り上げ、各問

題と人権思想がどのように交差し、人権思想がいかなる展開をしてきたかを概観する。また本講義を通して、日常生活では見え

にくい（とされる）社会的不平等や差別の問題について鋭敏な感覚と想像力を培う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション：人権概念の歴史 

2. 人権と女性の権利の展開（１） 

3. 人権と女性の権利の展開（２） 

4. リプロダクティブ・ヘルス/ライツと自己決定権（１） 

5. リプロダクティブ・ヘルス/ライツと自己決定権（２） 

6. しょうがいと人権（１） 

7. しょうがいと人権（２） 

8. 社会的マイノリティと人権（１）セクシュアル・「マイノリティ」について 

9. 社会的マイノリティと人権（２）エスニック・「マイノリティ」について 

10. 国家と人権（１）軍事化と人権 

11. 国家と人権（２）戦争と性暴力 

12. グローバリゼーションと人権（１） 

13. グローバリゼーションと人権（２） 

14. 人権思想の可能性 

 

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

必要に応じて授業時に準備学習について提示する。毎回、リアクションペーパーの提出を課す。  

 

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(40%) 

欠席回数が 3 回を超えたものについては履修放棄とみなす｡ 遅刻は 2 回で 1 回の欠席としてカウントする｡ 

 

テキスト（Textbooks） 

授業時にプリントを配布する。また、適宜、参考文献を紹介する。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FA129 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

人権思想の根源 

(Root of Human Rights) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 

「マーケットは人権に先立つ」のか？～ジェンダー・セクシュアリティ平等の視点から〈教

育〉と〈社会〉の「あたりまえ」をといなおす～ 

担当者名 

（Instructor） 
堀川 修平(HORIKAWA SHUHEI) 

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） 
CMP2100 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2016 年度以降 1 年次入学者対象科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

この授業では、人権について、とりわけ「性と人権」についての基本的な知識を身につけてもらうことを前提として、皆さんが自分

自身を縛るジェンダー・セクシュアリティ問題に気づき、課題意識をもって現代社会の諸問題に向き合えるようになることを目標と

します。 

 

授業の内容（Course Contents） 

皆さんは、性に関わる「差別」など自分には関係のないもので、差別やジェンダー・セクシュアリティについて考える必要などない

と考えていないでしょうか？現代社会におけるジェンダー・セクシュアリティ問題は「不可視化」されている点にあり、これまで経験

してきたであろう学校教育、社会教育、家庭教育などのさまざまな〈教育〉の場や日常生活のなかに存在しているのです。そして、

それらの問題を「学び」ながら私たちは育ってきています。この授業では、自分自身を縛るジェンダー・セクシュアリティ問題にまず

気づき、その上で課題意識をもって〈社会〉の諸問題に向き合えるようになることを目標とします。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション：「性は人権」？？～「性の権利宣言」って知ってますか？～ 

2. 性のジョーシキを打ち破ろう！ （１）ジェンダー／セクシュアリティってなに？ 

3. 性のジョーシキを打ち破ろう！ （２）規範としての「らしさ」と「本能」 

4. 〈教育〉の「あたりまえ」を問う （１）キョーイクってなに？ 

5. 〈教育〉の「あたりまえ」を問う （２）学校教育の「歪み」とこぼれおちる人権 

6. 〈教育〉の「あたりまえ」を問う （３）包括的性教育の重要さ 

7. 成人教育とジェンダー・セクシュアリティ （１）成人はどこでなにを「学ぶ」のか？ 

8. 成人教育とジェンダー・セクシュアリティ （２）「人権侵害はいけません」は、いけません？ 

9. 成人教育とジェンダー・セクシュアリティ （３）〈社会〉はどう変える？ 

10. 〈社会〉でなにを学ぶ？ （１）「炎上」と「人権」 

11. 〈社会〉でなにを学ぶ？ （２）「マーケットが人権を作る」のか？ 

12. 「まなざし」を問う （１）「ヘン」でなにが悪い？～日本社会の「空気」の重さ～ 

13. 「まなざし」を問う （２）それでも「フツー」がお好きですか？ 

14. 「みえない」から「みえる」へ：あらためて「あたりまえ」をといなおす 

 

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

受講にあたって準備は必要ありませんが、授業中に提示する学習課題および授業内容について、ノートづくりが必要です。また、

授業で配布しますレジュメや資料は「膨大」になりますので、各自ファイリングをするようにしましょう。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(60%)/中間レポート(30%)/授業内で書いてもらうコメントや感想内容(10%) 

期末試験（60％）、中間レポート（30％）、これに授業内でのコメントや感想内容（10％）を加えて総合的に評価します。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 橋本紀子ら、2017、『ハタチまでに知っておきたい性のこと (大学生の学びをつくる)第 2 版』、大月書店 (ISBN:427241237X) 

2. 伊田広行、2015、『デート DV・ストーカー対策のネクストステージ：被害者支援／加害者対応のコツとポイント』、解放出版社 

3. 笹川あゆみら、2017、『ジェンダーとわたし：〈違和感〉から社会を読み解く』、北樹出版 

4. 好井裕明、2007、『差別原論――〈わたし〉のなかの権力とつきあう』、平凡社 

授業内でレジュメ・資料も配布します。併せて学習に役立ててください。 

 

参考文献（Readings） 

1. ベル・フックス、2003、『フェミニズムはみんなのもの』、新水社 

2. 浅井春夫ら、2003、『ジェンダーフリー・性教育バッシング ここが知りたい 50 の Q&A』、大月書店 

3. 高橋哲哉、2012、『犠牲のシステム 福島・沖縄』、集英社 

4. 河口和也、2003、『クィア・スタディーズ』、岩波書店 
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5. パウロ・フレイレ、2011、『被抑圧者の教育学―新訳』、亜紀書房 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

この授業では「ジェンダー・セクシュアリティ平等の視点」を“社会におけるすべての人の〈性〉に関する抑圧の解放を目指すため

に、性の多様性を認め、性の差別や偏見から自由になること”と定義して、現代社会における「差別」問題について考えていきま

す。その際、皆さんに「自分ごと」としてこれらの問題を捉えてもらいたいと思いますので、積極的にグループワークや個人ワーク

を方法として用います。他の受講生の学習権の侵害がないように積極的に参加していただきたいと思います。 

 

注意事項（Notice） 
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■FA130 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

手話と人権を考える 

(Sign languages and human rights) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
ろう者学・手話学入門 

担当者名 

（Instructor） 
佐伯 敦也(SAIKI ATSUYA) 

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） 
CMP2100 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2016 年度以降 1 年次入学者対象科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

ろう者、手話について知り、経験することを通して、共生社会を考えるための新たな視点を獲得する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

ろう者を言語・文化的少数者として、手話を自然言語として捉え、その仕組み、構造を具体的にみていく。またろう者・手話と社会

の関わりについて、教育、法、人権などの側面から扱う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション：ろう者とはどのような人々なのか、手話とはどのような言語なのかについて概観する。 

2. 手話の成立：手話はいつごろ、どのようにして成立したのか海外の例も参考にしつつ学ぶ。 

3. 言語の普遍性と手話：手話言語と音声言語の共通点、相違点について学ぶ。 

4. 手話の文法１：手話とはどのような言語なのか、手話を構成する部位について学ぶ。 

5. 手話の文法２：手話の文法にはどのような特徴があるのかを学ぶ。 

6. ろう文化：デフウェイ、ろう文化とよばれる事象について学ぶ。 

7. ろうコミュニティ：ろう者および関連する人々のネットワークについて学ぶ。 

8. ろう者の芸術：いわゆるデフアートについてその成立過程、取組みの内容、日本とアメリカの違いについて学ぶ。 

9. ろう者のエンターテインメント：ろう者によるエンターテインメントやパフォーマンスの実践に触れる。 

10. ろう者の歴史：ろう者と彼らを取り巻く社会の変容について学ぶ。 

11. ろう教育：ろう児に対する教育について学ぶ。 

12. 法と人権：ろう者、手話に関わる法体制のあり方、人権について学ぶ。 

13. 言語的少数者：音声言語の言語的マイノリティとろう者の共通する特徴、相違点について学ぶ。 

14. まとめ、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、本または論文のレビューレポートを課す。授業の予習を兼ねる内容になる。準備した上で授業に臨むことが求められる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席、コメントカードなど授業への参加(30%)/レポート(40%)/最終テスト(Final Test)(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 現代思想編集部、2000、『ろう文化』、青土社 (ISBN:479175803X) 

2. パッデン、ハンフリーズ、2016、『新版「ろう文化」案内』、明石書店 (ISBN:9784750343365) 

3. 木村晴美、2007、『日本手話とろう文化』、生活書院 (ISBN:4903690075) 

4. 岡典栄、赤堀仁美、2011、『日本手話のしくみ』、大修館書店 (ISBN:4469222151) 

5. 米川明彦、2002、『手話ということば』、PHP研究所 (ISBN:4569619657) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

毎回、本または論文のレビューを課す。これとは別に課外でのフィールドワークを含めた数本のレポート、発表を課す。 

欠席せざるを得ない場合、必ず事前に連絡すること。 

 

注意事項（Notice） 
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■FA131 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

点字から考える人権 

(Braille as a Gateway to Human Rights) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
言語と人権 

担当者名 

（Instructor） 
堀越 喜晴(HORIKOSHI YOSHIHARU) 

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） 
CMP2100 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

2016 年度以降 1 年次入学者対象科目 

定員 30 名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

点字を新たな「自分の文字」として習得するとともに、それを使用している人々（特に重度の視覚障害者）の生活実感を身近なも

のにする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

点字は、人類共有の文字である。けして視覚障害者だけが「文字の代わりに」使用する記号ではない。しかし、残念なことに、これ

は現在一般的な共通認識となっているとは言えない。この事実が、今日点字の主たる使用者である視覚障害者が置かれている

人権をめぐる状況を如実に物語っている。この授業では、点字を新たな「自分の文字」として習得するとともに、文字と人権、そし

て更に広く「人権とは何か」について深く考えたい。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. イントロダクション－視覚障害者の生活 

3. 点字小史 

4. 点字の成り立ち－ブライユの７行表と日本語点字 

5. 講義と実践１．視覚障害者と読書 

6. 講義と実践２．人権保障と文字情報保障 

7. 講義と実践３．さまざまな点字 

8. 講義と実践４．町の中の点字あれこれ 

9. 講義と実践５．点字以外の触覚情報 

10. 講義と実践６．IT時代の視覚障害者 

11. 点字のレイアウト 

12. 国連の「障害者の権利条約」および我が国の障害者総合支援法と障害者観の変遷 

13. (視覚）障害者の生き辛さについて 

14. コミュニケーションのバリアフリーとは 

 

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

受講者は日本点字図書館販売の N632 小型点字器(1,150 円）と点字用紙を購入すること（セントポールプラザ２階で販売）。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席および授業への積極的参加度(30%)/テスト(40%)/課題の達成度(30%) 

なお，単位修得のためには 75％以上（3/4 以上）の出席と最終授業時に行われるテストを受けることを必要とする。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 『点訳のしおり』、社会福祉法人 日本点字図書館 

 

参考文献（Readings） 

授業内で指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FA132 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

アジアの文化とことば 

(Culture and Language in Asia) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
フィリピンの言語と社会 

担当者名 

（Instructor） 
市川 誠(ICHIKAWA MAKOTO) 

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） 
CMP2100 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

フィリピンの主要言語の一つであるタガログ語の初歩を学習することを通じ、フィリピン社会への理解を深める。 

 

授業の内容（Course Contents） 

タガログ語の初級文法を学び、その固有な構造について理解を深める。特に動詞に特徴的な、焦点と動詞の種類の基本的な関

係を理解することを目標とする。そのために最低限必要な語彙・動詞の活用などの習得の積み重ねが求められる。確認のための

小テストを授業時に行う。文法理解を主要な柱とする一方、言語の問題と関わるフィリピン社会の諸側面についても、時間の許す

範囲で紹介していきたいと考えている。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入 

2. 文法・文の構成要素１ 

3. 文法・文の構成要素２ 

4. 文法・文の構成要素３ 

5. 文法・動詞の概要 

6. 文法・ＵＭ動詞 

7. 文法・ＭＡＧ動詞 

8. 文法・ＭＡＮＧ動詞 

9. 文法・標準以外の動詞の形態 

10. 文法・ＩＮ動詞 

11. 文法・Ｉ動詞 

12. 文法・ＡＮ動詞 

13. 文法・補足 

14. 総括 

 

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

適宜，事前に教材を Blackboardで配付する予定。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(25%)/毎回の授業時に実施する小テスト(75%) 

授業時に実施する小テスト(100%) 。小テストは原則毎授業時の実施を予定しているが、進度などに応じ実施しないこともある。ま

た学期の後半ほど出題数が増え、成績評価に占めるウェイトが大きくなる。 

 

テキスト（Textbooks） 

講義内容や計画の順番は最近の動向や研究成果などをふまえ必要に応じ変更されることがある。また、現地発行の教材などに

依拠するところが多いため講義資料に英語の部分がある。 

 

参考文献（Readings） 

1. 大上正直、2003、『フィリピノ語文法入門』、白水社 

2. 白野慎也、2005、『旅の指さし会話帳⑭フィリピン』、情報センター 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

講義内容や計画の順番は最近の動向や研究成果などをふまえ必要に応じ変更されることがある。また、現地発行の教材などに

依拠するところが多いため講義資料に英語の部分がある。 

 

注意事項（Notice） 
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■FA133 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

ヨーロッパの文化とことば 

(Culture and Language in Europe) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
古代ギリシアを源流とするヨーロッパの文化を探る 

担当者名 

（Instructor） 
梅田 孝太(UMEDA KOTA) 

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） 
CMP2100 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

古代ギリシアの芸術と思想を学び、それを源流とするヨーロッパの文化を理解する視点を獲得する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

古代ギリシアの芸術と思想はヨーロッパの文化の源流であり、今日でもその教養の源泉であり続けている。この授業では、ヨーロ

ッパの文化についての知識を自らのことばで語り直すことによって生きた教養とするため、冒頭で問題を提示し、その問題をめぐ

って講義を行い、受講生が問題に対する回答として小レポートを作成するという流れにする。小レポートは第 3 回以降の隔週回

で計 6 回提出する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. ミュトス（神話）ギリシア・ローマ神話 

3. プシュケーとソーマ（霊魂と肉体） 古代ギリシアの人間観 

4. コスモスとカオス（秩序と混沌） 古代ギリシア悲劇① 

5. モイラ（運命） 古代ギリシア悲劇② 

6. ロゴス（理性） 論理にもとづく知の探究 

7. ピュシス（自然） ヨーロッパの自然観 

8. フィロソフィア（哲学） 知を愛し求めるということ 

9. カロカガティア（善美のことがら） 善く生きるということ 

10. イデア（観念） 認識論の源流と発展 

11. アレテー（徳） 倫理学の源流と発展 

12. アゴーン（闘争） 民主制の源流と発展 

13. ディケー（正義） 政治学の源流と発展 

14. アレーテイア（真理） 学知の源流と発展 

 

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

授業内容についてあらかじめ参考文献やインターネットを活用して予習すること。授業内容の復習とあわせて、授業中に作成した

小レポートを模範解答と照らし合わせ、文章表現能力を研鑽すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(40%)/小レポート（10％×6 回）(60%) 

3/4 以上の出席をしていない場合は、成績評価の対象としない。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. ソポクレス、1967、『オイディプス王』、岩波文庫 (ISBN:4003210522) 

2. トマス・ブルフィンチ、1970、『ギリシア・ローマ神話上・下』、角川文庫 (ISBN:4042243045) 

3. 岩田靖夫、2012、『ギリシア思想入門』、東京大学出版会 (ISBN:4130120616) 

4. 荻野弘之、1999、『哲学の原風景：古代ギリシアの知恵とことば』、NHK ライブラリー (ISBN:4140841060) 

5. 荻野弘之、2003、『哲学の饗宴：ソクラテス・プラトン・アリストテレス』、NHK ライブラリー (ISBN:4140841583) 

6. ハンナ・アーレント、1994、『人間の条件』、ちくま学芸文庫 (ISBN:4480081569) 

7. フリードリヒ・ニーチェ、1993、『悲劇の誕生』、ちくま学芸文庫 (ISBN:4480080724) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■FA134 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

ラテンアメリカの文化とことば 

(Culture and Language in Latin America) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
グローバル化時代の人種と民族を考える 

担当者名 

（Instructor） 
金澤 直也(KANAZAWA NAOYA) 

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） 
CMP2100 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

ラテンアメリカの黒人や先住民の歴史をまなぶことで、人種や民族という考えが地域と時代によってちがい、異なる文化をよく知る

ことが、自分たちの文化をよく知ることにつながることを理解する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

ラテンアメリカの黒人と先住民の歴史を通して、現代社会を語るキーワードである人種や民族という考えがどのように形成され、

私たちの思考に影響をおよぼしてきたかあきらかにします。最後に、日本の問題にあてはめて講義します。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. なぜラテンアメリカの人種や民族なのか？－人種と民族の基礎知識 

2. アメリカとラテンアメリカの人種のちがい－一滴血統主義と混血思想 

3. 混血の功罪－混血すれば人種差別はなくなるか？ 

4. 先住民とはだれか？－混血世界の先住民 

5. 先住民運動１－先住民の発見（植民地時代） 

6. 先住民運動２－先住民の出現（現代） 

7. 先住民運動３－国連のやくわり 

8. 黒人とはだれか？－混血世界の黒人 

9. 黒人運動１－奴隷にならなかった黒人「逃亡奴隷」（植民地時代） 

10. 黒人運動２－黒人からアフリカ系子孫へ（現代） 

11. 黒人運動３－国際機関のやくわり 

12. ラテンアメリカと日本１－日本で混血をかんがえる：日本人は混血 

13. ラテンアメリカと日本２－日本で先住民をかんがえる：アイヌの人びと 

14. ラテンアメリカと日本３－日本で先住民をかんがえる：沖縄基地問題 

 

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

レポート作成の準備も兼ねて、講義で紹介する参考文献を自発的に読み、常に予習・復習にはげんでください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(70%)/出席兼コメントペーパーの内容(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. フランク・タネンバウム、1980、『アメリカ圏の黒人奴隷ー比較文化史的試み』、彩光社 

2. エドワード・E・テルズ、2011、『ブラジルの人種的不平等－多人種国家における偏見と差別の構造』、明石書店 

3. 川島浩平、竹沢泰子編、2016、『人種神話を解体する 3－「血」の政治学を越えて』、東京大学出版会 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FA136 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

中東の文化とことば 

(Culture and Language in the Middle East) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
アラビア語から見える社会 

担当者名 

（Instructor） 
山本 薫(YAMAMOTO KAORU) 

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） 
CMP2100 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

・アラビア語の社会的機能と歴史的役割について基本的な知識を身につける 

・中東と日本との文化的接点を具体的に挙げることができる。 

・中東と日本が相互理解を深めるためにはどうすればいいのか、具体的な提言ができる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

日本で現在流通している中東についての情報は、テロや紛争、石油といった政治・経済面に偏りがちである。そこでこの講義で

は、アラビア語およびアラビア語に関わる文化を通じて、中東社会の歴史と現在をアラブ圏を中心に学んでいく。授業の前半では

アラブ人とアラビア語、イスラーム文明とアラビア語との関係を通じて、アラビア語の社会的機能と歴史的役割を概観する。後半

では、中東やイスラーム圏の文化に触れつつ、日本社会との接点やこれからの関係性について考察を深める。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション－「中東」とは何か 

2. 中東地域の多様性と世界宗教としてのイスラーム 

3. アラブ人の言語としてのアラビア語／イスラームの言語としてのアラビア語 

4. アラビア文字圏の広がり 

5. 見るアラビア語、聴くアラビア語 

6. アラビア語から見る中東の歴史（１） 

7. アラビア語から見る中東の歴史（２） 

8. アラビア語から見る中東の歴史（３） 

9. 日本と中東の文化的接点を探る（１）－日本人と中東・イスラームとの出会い 

10. 日本と中東の文化的接点を探る（２）－アラビアンナイト 

11. 日本と中東の文化的接点を探る（３）－食文化 

12. 中東における文化と社会変動（１）－アラブの春と若者文化 

13. 中東における文化と社会変動（２） 

14. 中東における文化と社会変動（３） 

 

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

Blackboardにアップする授業資料を各自予習・復習に利用すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

コメントペーパーの内容(20%)/小テスト(10%)/中間レポート(30%)/最終レポート(Final Report)(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 松本弘（編著）、2013、『現代アラブを知るための 56 章』、明石書店 (ISBN:9784750338446) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FA138 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

イタリアの文化とことば 

(Culture and Language in Italy) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
イタリア・ルネサンス文化を学ぶ 

担当者名 

（Instructor） 
深田 麻里亜(FUKADA MARIA) 

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） 
CMP2100 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

14～16 世紀に著されたイタリア文芸作品の単語やフレーズを手がかりに、イタリア語、ルネサンス文化に関する知識を深める。ま

た、過去の文章に着想を得て制作された美術作品の代表作をとりあげ、ことばとイメージの関係について考察する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

講義の前半では、イタリアの歴史の概要を確認しつつ、14～16世紀のイタリア語の文章（テクスト）を取り上げる。文法や単語の

意味を確認した上で、歴史的・文化的背景を学び、内容および時代精神について理解を深める。講義の後半では、ことばと視覚

芸術が結びついた例として、古代のテクストを参照に制作されたルネサンス時代の美術作品、およびキリスト教美術をとりあげ

る。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業ガイダンス 

2. イタリア半島の歴史 

3. ダンテ（１） 

4. ダンテ（２） 

5. ボッカッチョ 

6. アルベルティ（１） 

7. アルベルティ（２） 

8. ヴァザーリ（１） 

9. ヴァザーリ（２） 

10. ローマの美術作品とテクスト（１） 

11. ローマの美術作品とテクスト（２） 

12. キリスト教美術とテクスト（１） 

13. キリスト教美術とテクスト（２） 

14. まとめ 

 

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

イタリア語初級文法や単語について確認し、参考文献を読んでおくことが望ましい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(50%)/出席およびコメントペーパーの内容(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業中に配布。 

 

参考文献（Readings） 

1. ダンテ、2008、『神曲 地獄篇』、平川祐弘訳、河出文庫 (ISBN:978-4-309-46311-7) 

2. アルベルティ、2011、『絵画論』 改訂新版、三輪福松訳、中央公論美術出版 (ISBN:978-4-8055-0675-2) 

3. ボッカッチョ、2012、『デカメロン』、平川祐弘訳、河出書房新社 (ISBN:978-4-309-20604-2) 

4. ダンテ、2014、『神曲 地獄篇』、原基晶訳、講談社学術文庫 (ISBN:978-4062922425) 

5. ヴァザーリ、2014、『美術家列伝』、森田義之ほか監修、第一巻、中央公論美術出版 (ISBN:978-4-8055-1601-0) 

6. 藤内哲也 編著、2016、『はじめて学ぶイタリアの歴史と文化』、ミネルヴァ書房 (ISBN:9784623072675) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 



 - 81 - 

■FA139 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

ドイツ語圏の文化 

(Culture in the German-speaking sphere) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
ドイツ語圏の都市と文化 

担当者名 

（Instructor） 
江口 直光(EGUCHI NAOAKI) 

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） 
CMP2100 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

ドイツ語圏の主要な都市に関連する文化的事象を取り上げ、当該地域の文化に関する基礎的な知識の習得と多角的な理解を目

指す。 

 

授業の内容（Course Contents） 

ドイツ語圏を代表する複数の都市にかかわる特徴的な文化的事象をテーマとし、社会的・精神史的背景に照らしてその特質を分

析・考察する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンスと導入 

2. ミュンヒェン（１） 

3. ミュンヒェン（２） 

4. ハンブルク 

5. ケルン 

6. ウィーン（１） 

7. ウィーン（２） 

8. チューリヒ 

9. ライプツィヒ、ヴァイマル（１） 

10. ヴァイマル（２）、ドレスデン 

11. フランクフルト・アム・マイン 

12. ニュルンベルク 

13. ベルリン（１） 

14. ベルリン（２） 

 

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

履修登録完了後、必要に応じて授業時に、または Blackboardを通じて指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(70%)/随時提出するリアクションペーパー(30%) 

筆記試験は持ち込み不可で、論述式を含む。 

 

テキスト（Textbooks） 

とくに指定せず、プリントを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

授業時に適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

・プリントは 1 回前の分まで教室に持参する。欠席などの理由で 2 回以上前の分を必要とする場合は、各自で Blackboardからダ

ウンロードして入手すること。 

・プリントおよびリアクションペーパー用紙は、授業開始前に教卓ないしは前方のテーブル上から各自で受け取ること。 

・リアクションペーパーは出席点とは無関係である。たとえ提出しても、授業内容を把握していると判断できないようなもの、独自

の思考過程がうかがえないもの、他人のものやインターネットの記事を書き写したようなもの等は採点の対象にしない。 

・ドイツ語に関する知識の有無は成績評価に無関係である。 

 

注意事項（Notice） 
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■FA140 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

フランス語圏の文化 

(Culture in the French-speaking sphere) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
共和制からクレオールまで、幅広くフランス文化の諸相に触れる 

担当者名 

（Instructor） 
大磯 仁志(OOISO HITOSHI) 

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） 
CMP2100 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

フランス語圏文化の諸相を、それぞれの時代思潮や社会背景をふまえて検討・分析しながら理解し、フランスらしさと同時にまた

フランスの多様性を考察する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

文化を人間のあらゆる知の実践ととらえ、文芸や造形芸術「作品」のみならず、テクノロジーの進歩による意識の変容、非西欧世

界に対する植民地主義の正当化といった知のありかたについても掘り下げていく。 

配布のプリント資料のほかに、映像・音楽なども利用し、多角的にフランス文化に迫る。 

この講義をとおして、我々の生活している日本という環境、あるいは諸君が慣れ親しんでいるであろうアメリカ文化とは異なる、フ

ランスのもっている独自の文化や社会の形の意義を考える機会ができることを希望する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 風土から見るフランス 

2. 現代フランスの出発点としての大革命 

3. 移民と郊外 

4. 異端審問・魔女狩り・宗教改革 

5. 王権 

6. 理想の風景の変遷 

7. ナポレオン帝政と新古典主義 

8. ロマン主義 

9. ブルジョワジーの勃興と産業社会 

10. レアリスムと自然主義 

11. 印象主義の実験 

12. 植民地博覧会と帝国主義 

13. 大戦間のアヴァンギャルド 

14. ネグリチュードとクレオール 

 

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

予備知識が必要な場合には、事前に資料プリントなどを配布する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(50%)/リアクションペーパー(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 大磯仁志、2009、『倫理・哲学の特別講義』、学習研究社 (ISBN:978-4053029966) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FA141 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

スペイン語圏の文化 

(Culture in the Spanish-speaking sphere) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
スペインの風土と文化 

担当者名 

（Instructor） 
大楠 栄三(OGUSU EIZO) 

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） 
CMP2100 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

スペインの風土・文化に関する基礎的な教養を高める 

 

授業の内容（Course Contents） 

スペイン各地域の地理的・自然環境，気候，植生，農牧業，家屋と，それに関連した文学，音楽，映画，言語などについて考察

し，「スペイン」を総体的に理解する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 国土の概観 

2. 位置の独自性：「出会い」の場 

3. 自然環境：「へんに起伏のある」 

4. 五大河川：「ほとんど障壁」 

5. 各地域の気候，植生，農牧業，農村集落・家屋形態と文学：「湿潤スペイン」①ガリシア地方 

6. 「湿潤スペイン」②アストゥリアスからバスク地方にかけて 

7. 「乾燥スペイン」Ⅰ 内陸部：メセータからアラゴン地方にかけて① 

8. 「乾燥スペイン」Ⅰ 内陸部：メセータからアラゴン地方にかけて② 

9. 「乾燥スペイン」Ⅱ 内陸部：エストレマドゥーラ地方からグアダルキビール河谷にかけて① 

10. 「乾燥スペイン」Ⅱ 内陸部：エストレマドゥーラ地方からグアダルキビール河谷にかけて② 

11. 「乾燥スペイン」Ⅲ 海岸部：カタルーニャからバレンシアにかけて① 

12. 「乾燥スペイン」Ⅲ 海岸部：カタルーニャからバレンシアにかけて② 

13. 「乾燥スペイン」Ⅳ 海岸部：アリカンテからムルシア， アルメリーアにかけて① 

14. 「乾燥スペイン」Ⅳ 海岸部：アリカンテからムルシア， アルメリーアにかけて② 

 

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

 とにかく〈スペイン〉に関心のある方を歓迎します。軽いムック本でもテレビ番組でも何にでもいいので，前もってスペインの街で

あれ，食物であれ，文学であれ，映画であれ，具体的な関心や疑問を抱いたうえで，授業に参加してほしい。 

 〈ヨーロッパの地理や歴史〉が弱い方は，最低限の知識を自分で身に付けたうえで履修ください。 

 授業中に取りあげた文学，音楽，映画，芸術作品などを，アウトラインと資料プリントをもとに，図書館やレンタルショップで探し，

自分で鑑賞してください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

コメントカードの内容／授業への貢献度(60%)/最終レポート(Final Report)(40%) 

本年度から，授業でのコメントカードや授業への貢献度を重視し，学期末試験を実施しません。 

 

テキスト（Textbooks） 

授業前に，「アウトライン」と「資料プリント」をアップしておきますので，各自プリントアウトして出席してください。 

 

参考文献（Readings） 

1. ドミンゲス・オルティス，アントニオ、2006、『スペイン三千年の歴史』、昭和堂 

2. 川成洋、1994、『図説 スペインの歴史』、河出書房新社 

3. R. A. ストラドリング， M. ヴィンセント、1999、『図説 世界文化地理大百科 スペイン・ポルトガル』、朝倉書店 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FA142 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

中国語圏の文化 

(Culture in the Chinese speaking sphere) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
大衆文化・視覚芸術からみる中国 

担当者名 

（Instructor） 
南雲 大悟(NAGUMO DAIGO) 

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） 
CMP2100 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

政治的意図が重視されるという中国の大衆文化，特にビジュアルやパフォーマンスに係る娯楽作品を取り上げ，それらがどのよ

うな環境で創作され，人々に享受されてきたのか，時代背景や社会状況と併せて検討し，その流れや表現から「中国的」なものを

考察する。 

「自国文化との差異」や「現在と過去」との比較を通して，受講生各自の異文化理解を深めるとともに，身近なことがらを学術研究

の対象として捉える視点を養う。 

 

授業の内容（Course Contents） 

「中国メディア＝プロパガンダ」という見方と不即不離を保ちつつも，その中に「エンターテインメント」としての要素を積極的に見い

だし，新たな知見や視座を提供したい。授業では漫画・アニメ，絵本など中国の大衆文化メディア作品や視覚芸術メディア作品を

取り上げ，テーマ毎に視聴覚資料を提示しながら講義する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション（評価基準などの説明，プロパガンダ映像視聴）  

2. 中国漫画の開祖・豊子愷 

3. 戦時期漫画の主役たち 

4. 政敵を漫画で打倒せよ 

5. 日本アニメの影響 

6. 格調高き芸術アニメ 

7. 「抗日」エンターテインメント 

8. 絵本で読む「英模」 

9. 歌と踊りで革命の歴史を 

10. 許された模範劇 

11. 伝統芸能にも紅色を 

12. キャラクターにも紅色を 

13. 革命歌曲と日本 

14. ネットと人民，「紳士のだいたい一分間」 

 

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

特別な事前学習は求めない。事後学習については授業時に提示されたキーワードやメモした内容を改めて整理し，関連図書を

読んだり，WEBで情報を入手するなどして積極的に理解を深めてもらいたい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(40%)/コメントペーパーの内容(40%)/小レポート(20%) 

なお，３／４以上の出席をしていない場合は，成績評価の対象としない。 

 

テキスト（Textbooks） 

適宜，プリントを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 武田雅哉、2003 年、『よいこの文化大革命』、廣済堂出版 

2. 武田雅哉，加部勇一郎，田村容子、2016 年、『中国文化５５のキーワード』、ミネルヴァ書房 

3. 辻田真佐憲、2015 年、『たのしいプロパガンダ』、イースト・プレス 

4. 土屋昌明・「中国六〇年代と世界」研究会編、2016 年、『文化大革命を問い直す』、勉誠出版 

5. 鶴見俊輔、1999 年、『限界芸術論』、筑摩書房（ちくま学芸文庫） 

6. 牧陽一，川田進，松浦恒雄、2000 年、『中国のプロパガンダ芸術－毛沢東様式に見る 革命の記憶』、岩波書店 

7. 渡辺潤，伊藤明己編、2005年、『実践 ポピュラー文化を学ぶ人のために』、世界思想社 

 



 - 85 - 

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で，図版資料や映像資料を活用する。 

・ポイントとなるキーワードや資料には中国語が使用されるが，中国語既習を前提とはしない。 

・ペアやグループを組んでもらい，テーマについてディスカッションしたり，ワークシートの使用や作画を含む演習作業を課すこと

がある。 

・最終授業時に全体に対するフィードバックを行う。 

 

注意事項（Notice） 
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■FA143 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

朝鮮語圏の文化 

(Culture in the Korean-speaking sphere) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
映画を通じて知る朝鮮半島 

担当者名 

（Instructor） 
石坂 浩一(ISHIZAKA KOICHI) 

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） 
CMP2100 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

映画を通じて韓国の歴史、社会、文化について，広く知ることを目標とする。日本でしばしばみられる偏見や俗説をただし、冷戦と

分断の中で民主主義と個人の尊重を希求する韓国市民社会のめざすものを理解する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

韓国映画を素材として，韓国文化をさまざまな視点から紹介する。歴史を描いた時代劇から現代的なラブストーリーまで，広く取

り上げてみたい。また，世界の中で活躍する韓国映画人や韓国映画の中の在外コリアンについても考えていきたい。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 韓国映画 日本とのちがい 

2. 韓国映画、近年のヒット作の傾向と意味 

3. 韓国社会を反映する映画 

4. 冷戦克服をめざす韓国映画 

5. 韓国映画を支える独立映画 

6. 韓国歴史映画の面白さ 

7. 韓国ラブストーリーの変遷 

8. 韓国映画のグローバル展開と日韓映画協力 

9. 植民地期の朝鮮社会と映画 

10. 解放後の韓国映画と分断の影響 

11. 韓国映画と表現の自由 

12. 民主化の進展と韓国映画の再起 

13. 韓国映画の中のマイノリティ 

14. まとめ 

 

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

自分で韓国の文化や社会、歴史について基本的な事柄を文献を通じて学んでおくのが望ましい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/ミニレポート ２回(40%) 

韓国映画を５編以上見て４０００字以上のレポートを書くこととする。 

 

テキスト（Textbooks） 

授業時にプリントを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 石坂浩一・福島みのり編、２０１４、『現代韓国を知るための６０章』、明石書店 (ISBN:9784750340821) 

2. 趙景達、２０１３、『植民地朝鮮と日本』、岩波書店 (ISBN:9784004314639) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

特に朝鮮語選択者の受講を期待する。 

 

注意事項（Notice） 
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■FA144 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

教育学への扉 

(Door to Education) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
人工知能・ロボットと教育をめぐる思想・哲学 

担当者名 

（Instructor） 
渡辺 哲男(WATANABE TETSUO) 

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） 
CMP2100 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2016 年度以降 1 年次入学者対象科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

（1）多様な学問領域を接続する役割を果たすという、教育学の固有の役割を理解する。 

（2）人工知能やロボットに関する諸研究を「教育」の視点から読み解くことで、これからの「教育」、ひいては「人間」をどう考えてい

けばよいのか、受講者なりの知見を獲得する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

国立情報学研究所の新井紀子教授を中心とした「東ロボくん」プロジェクトの成果によって、人工知能の文章読解力が中高生を

上回るというケースが出てきた。私たちは、これを「テクノロジーの進歩だ」と喜んでいる場合ではない。この事実は、人間が、実は

「文章を読めていなかった」ことを示すし、これまでの教育は、いってしまえば「ロボットづくり」をしていたのだ（ロボットと人間の境

界が曖昧になる）ということをも示す。同プロジェクトが東大入学を目指すのをひとまず断念し、人間らしい「読む」という営為とは

どういうものかを探究する方向に舵を切ったのは、当然である。本講では、人工知能やロボットの進化と人間との関わりを、「教育

（学）」で読み解いてみたい。したがって、本講は理系的なテクノロジー進化論を講ずるのではない。先んじていってしまうと、人工

知能の進化によって人間の不思議さや矛盾的なものが露わになるということと、そこに「教育」という営為がどう関わりうるのかを

考えるということである。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション：aiboが可愛くて仕方がない私 

2. 先代 AIBOの合同葬をする人々：AIBOに「いのち」はあるのか？ 

3. 東ロボくんプロジェクトの「挫折」と新展開：人間と人工知能の接近をふまえて 

4. 自動運転の普及とそれに付随する問題（1）：法的な問題 

5. 自動運転の普及とそれに付随する問題（2）：「オートメーション・バカ」 

6. 人工知能の発達と人間の言語の問題（1）：グランクラスの対話をめぐって 

7. 人工知能の発達と人間の言語の問題（2）：近年の研究動向から 

8. 人工知能の発達と労働（1）：「人間の職業が奪われる」ことと「教育」をめぐって 

9. 人工知能の発達と労働（2）：社会福祉政策との関係 

10. 人間と人工知能の性愛は可能か？ 

11. 新世代ロボットの「不完全性」：「弱いロボット」をめぐって 

12. 人間は発展に向かうハシゴを下りることができるか？：アクターネットワーク理論を手がかりに 

13. アクターネットワーク理論と aibo（AIBO）、AI将棋ソフト 

14. ロボットと死と宗教、まとめ 

 

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

（1）事前にプリントを配布して次回の授業までに読了しておくよう求めることがある。 

（2）扱うテクストは難度の高い内容が多いので、授業後の復習は不可欠である。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(100%) 

筆記試験の問題は事前公表せず。持込不可。毎回出席をとる。初回を欠席する場合は事務的情報は自分で得ること。 

 

テキスト（Textbooks） 

使用しない。 

 

参考文献（Readings） 

1. 小笠原喜康・朝倉徹編、2017、『哲学する道徳：現実世界を捉え直す授業づくりの新提案』、東海大学出版部 

(ISBN:9784486021438) 

2. 新井紀子、2014、『ロボットは東大に入れるか』、イースト・プレス (ISBN:9784781690643) 

3. 久保明教、2015、『ロボットの人類学』、世界思想社 (ISBN:9784790716495) 

4. 井上智洋、2016、『人工知能と経済の未来：2030 年雇用大崩壊』、文藝春秋 (ISBN:9784166610914) 
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その他は、授業中に適宜提示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

・受講者と授業担当者の対話や受講者同士の議論の場面を多く取り入れる授業であるので、そのつもりで受講して欲しい。 

・いわゆる「楽勝科目」ではなく、出席確認をするし、授業に出ていないと解答不可能な試験を出題するので、就活などで授業を

多く休むことがわかっている人や、卒業単位が危ないという人には向かない。 

 

注意事項（Notice） 
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■FA171 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

立教ゼミナール１ 

(Seminars for Students of Rikkyo University 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
人生の基本課題を文化人類学から考察する 

担当者名 

（Instructor） 
栗田 和明(KURITA KAZUAKI) 

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） 
CMP2140 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

2016 年度以降 1 年次入学者対象科目 

定員 30 名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

人生の基礎的な課題を取り上げ、世界の多数の民族や現代社会での変化を見渡す立場から考え直す。 

基礎的な課題とは、生死、幸不幸、家族、社会、平等、差別などである。 

 

授業の内容（Course Contents） 

  とりあげるテーマ案を複数示し、履修者の関心にしたがって複数のグループに分かれ、それぞれ調査した結果を発表する。発

表を素材にして議論を深める。テーマの取り扱い方法は、文化人類学による手法が主体になるが、それ以外の方法も柔軟に利

用する。 

  以下の授業計画で記載するテーマは仮のものである。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション。グループ分け。 

2. 生死について １ 

3. 生死について  ２ 

4. 幸不幸について  １ 

5. 幸不幸について ２ 

6. 平等について  １ 

7. 平等について  ２ 

8. 差別について  １ 

9. 差別について ２ 

10. 家族について  １ 

11. 家族について ２ 

12. ローカルとグローバルについて １ 

13. ローカルとグローバルについて  ２ 

14. まとめと今後の展望 

 

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

それぞれのテーマについて、注目点は担当教員が示す。その注目点および関連事象について独自に調査考察して発表に備える

ことが期待される。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度(60%)/各テーマ終了時に毎回提出のレポート(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FA172 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

立教ゼミナール１ 

(Seminars for Students of Rikkyo University 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
英米の「奇妙な味」の物語を愉しむ 

担当者名 

（Instructor） 
澤入 要仁(SAWAIRI YOJI) 

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） 
CMP2140 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

2016 年度以降 1 年次入学者対象科目 

定員 30 名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 短編ミステリーのなかには「奇妙な味」と呼ばれる作品群があります。江戸川乱歩に由来するこの呼び方は、日本でのみ流通し

ている呼称ですが、謎解きそのものを目的とせず、むしろ謎が深まって終わることも多い物語のこと。オムニバス TV ドラマ『世に

も奇妙な物語』を思い出してもいい。 

 そこで本科目では、「奇妙な味」の物語と呼ぶべき英米の短編を咀嚼翫味し、そこから人間という生き物や社会という環境につ

いて考えます。さらに、我を忘れて読みふける体験を通して、文学の魅力を再確認します。 

 

授業の内容（Course Contents） 

 受講者をグループに分け、グループの中で毎週の発表者・司会者を決め、全員でディスカッションを行いながら、テキストを読み

進めていく。映画やテレビドラマなどに映像化されている作品は、それらも鑑賞し、テクストとの異同やその効果を発見します。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction 

2. Roald Dahl, "Lamb to the Slaughter" 1 

3. Roald Dahl, "Lamb to the Slaughter" 2 

4. Roald Dahl, "Lamb to the Slaughter" 3 

5. Roald Dahl, "Lamb to the Slaughter" 4 

6. Roald Dahl, "Lamb to the Slaughter" 5 

7. Saki, "The Open Window" 

8. John Cheever, "The Swimmer" 1 

9. John Cheever, "The Swimmer" 2 

10. John Cheever, "The Swimmer" 3 

11. John Cheever, "The Swimmer" 4 

12. John Cheever, "The Swimmer" 5 

13. John Cheever, "The Swimmer" 6 

14. Recapitulation 

 

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

毎回、指定された範囲のテキストを読んでおくこと。その他の準備学習の指示は、履修登録完了後にオンラインでおこないます。  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表・応答・司会(60%)/レポート(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

プリントを配付します。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FA173 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

立教ゼミナール１ 

(Seminars for Students of Rikkyo University 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
生命倫理を考える 

担当者名 

（Instructor） 
梅澤 弓子(UMEZAWA YUMIKO) 

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） 
CMP2140 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

2016 年度以降 1 年次入学者対象科目 

定員 30 名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「いのち」をめぐって提起されている倫理的問題をとりあげ，その実状を把握するとともに、人間の尊厳」を考究する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

今日わたしたちが直面している「いのち」をめぐる倫理的諸問題の中からいくつかをとりあげ、検討を加えながら「人間の尊厳」を

尋ねる。具体的には、参加者の関心に応じていくつかのグループをつくり、それぞれのテーマのもとに研究発表と発題を行って、

その後全体で討議を重ねる予定。テーマとしては、「精子・卵子提供」・「代理母」・「出生前診断」・「死刑」・「脳死」・「臓器移植」等

が考えられる。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション  

2. 「いのち」をめぐる課題から 

3. テーマ選択。グループ分け。 

4. 発表準備研究 1 

5. 発表準備研究 2 

6. 発表準備研究 3 

7. グループ発表 1 と討議 

8. グループ発表 2 と討議 

9. グループ発表 3 と討議 

10. 中間まとめ:問題整理 

11. グループ発表 4 と討議 

12. グルーブ発表 5 と討議 

13. 全体討議 

14. 全体討議とふりかえり レポート提出 

 

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

主体的な発表準備と討議への積極的な参加を期待する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(20%)/研究発表・発題(50%)/討議への参加(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

各参加者が自身のテーマに応じた参考文献を選出し，他の学生に紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FA174 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

立教ゼミナール発展編 １ 

(Seminars for Senior Students of Rikkyo University 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
囲碁で養う考える力 

担当者名 

（Instructor） 
河野 貴至(KONO 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） 
CMP3100 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

2016 年度以降 1 年次入学者対象科目 

定員 30 名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

日本の伝統文化として伝承されてきた囲碁を学び、対局を通して「考える力」と「集中力」の向上を図る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

決め打ち碁（模範的な碁を並べ、途中から打つ）で布石の考え方を習得し、初心者でもすぐに終局まで打てるようにする。 

囲碁の心得（「まわりに来たらごあいさつ」等、いくつかのパターンを言葉で表したもの）を習得し、囲碁の考え方を身につける。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ルールの解説（１） 

2. ルールの解説（２） 

3. ルールの復習及び初歩技術（１） 

4. ルールの復習及び初歩技術（２） 

5. 問題演習① 

6. 囲碁の世界・９路盤対局 

7. 技術の解説（１） 

8. 技術の解説（２） 

9. 技術の解説（３） 

10. ９子局の解説・連碁（対局） 

11. 技術の解説（４） 

12. 問題演習② 

13. 技術の解説（５） 

14. 代表者対局 まとめ 

 

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

事前にテキスト『東大教養囲碁講座』の該当項目を読んでおくこと 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

小テスト（20％×2 回）(40%)/技術習熟度(20%)/授業への参加態度(40%) 

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ない。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 石倉昇 梅沢由香里 黒瀧正憲 兵藤俊夫、2007、『東大教養囲碁講座』、光文社 (ISBN:978-4-334-03410-8) 

2. 日本棋院、2014、『実践囲碁総合演習』、日本棋院 (ISBN:978-4-8182-0625-0) 

教科書『東大教養囲碁講座』・参考書『実践囲碁総合演習』 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 93 - 

■FA175 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

立教ゼミナール発展編 １ 

(Seminars for Senior Students of Rikkyo University 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Happiness in Various Studies 

担当者名 

（Instructor） 
佐良土 茂樹(SARODO SHIGEKI) 

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） 
CMP3101 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 

2016 年度以降 1 年次入学者対象科目 

定員 30 名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

The general objective of this course is to develop the ability to identify and define the meaning of "happiness" and its place in 

our lives from the various studies through the discussions in the class. The goals of this course are for students (1) to grasp 

the concept of happiness and the basic concepts related to happiness, (2) to broaden their perspectives on the happiness, and 

(3) to understand the diversity of happiness in the global society.  

 

授業の内容（Course Contents） 

This course is designed to cover the concept of happiness in various studies. In this course, we will read literature and articles 

on the happiness and discuss the concept and its nature. By reading those writings, we will also make a comparison mainly 

between the Japanese concept of happiness and the Eastern and Western concept of happiness. The topics in the schedule 

below could be changed after the consultation in the class.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction 

2. Happiness in "us" 

3. Happiness in Various Cultures 

4. Happiness in Sports  

5. Happiness in Religion 

6. Happiness in Education  

7. Happiness in Psychology 

8. Happiness in Economics 

9. Happiness in Politics 

10. Happiness in Science 

11. Happiness in Aristotle's Virtue Ethics 

12. Happiness in Epicurean Ethics 

13. Happiness in Utilitarianism 

14. Happiness in Stoic Ethics and Summary 

 

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

Students are expected to prepare the readings and complete the assignments (30-60 min). 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/Class Participation(40%)/Assignments(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

A copy of necessary materials will be distributed in the class. 

 

参考文献（Readings） 

1. Leo Bormans. 2011. The World Book of Happiness. Firefly Books (ISBN:978-1554079308) 

2. Martin E. P. Seligman. 2002. Authentic Happiness. Free Press (ISBN:978-1439190760) 

3. Jonathan Haidt. 2006. The Happiness Hypothesis. Arrow Books (ISBN:978-0099478898) 

4. Aristotle. 2014. Nicomachean Ethics, 2n edition. Cambridge University Press (ISBN:978-1107612235) 

Further readings will be announced in the class. Students are encouraged to present and share materials that they regard as 

relevant for any topic throughout the course. 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■FA176 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

立教ゼミナール発展編 １ 

(Seminars for Senior Students of Rikkyo University 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
安楽死問題を考える 

担当者名 

（Instructor） 
梅澤 弓子(UMEZAWA YUMIKO) 

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） 
CMP3100 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

2016 年度以降 1 年次入学者対象科目 

定員 30 名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

いのちをめぐって提起されている課題の中から、特に「安楽死」をとりあげ、その実情を把握すると共に、問題を整理し、多角的に

検討する。この作業を通じて、「いのち」の尊厳を考究する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

「安楽死」に関して、参加者が各自の専門領域や関心に応じていくつかのグループを組み、それぞれの視座から研究・発表・発題

を行う。発題を受けて、全体で討議を行う。具体的には、「安楽死の定義」「安楽死の歴史」「安楽死と尊厳死」「日本における安楽

死」「安楽死をめぐる各国の動向」「安楽死と経済」「安楽死法」「思想としての安楽死」「文学における安楽死」等々が考えられる。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション:なぜ、いま、「安楽死」を考えるか。 

2. 問いの共有。視座の設定。 

3. グループ分け。発表方法とスケジュールの確定。 

4. 発表準備研究 1 

5. 発表準備研究 2 

6. 発表準備研究 3 

7. グループ発表 1 と討議 

8. グループ発表 2 と討議 

9. グループ発表 3 と討議 

10. 中間ふりかえり 問いの整理 

11. グループ発表 4 と討議 

12. グループ発表 5 と討議 

13. 全体討議 

14. まとめ レポート提出 

 

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

主体的な参加を期待する。討議には積極的に臨んでほしい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(30%)/研究発表・発題(50%)/討議への積極的参加(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FA177 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

立教ゼミナール発展編 １ 

(Seminars for Senior Students of Rikkyo University 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
東西宗教思想における霊性と身体 

担当者名 

（Instructor） 
松澤 裕樹(MATSUZAWA HIROKI) 

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） 
CMP3100 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

2016 年度以降 1 年次入学者対象科目 

定員 30 名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

東西宗教思想における霊性論と身体論について理論面から学ぶと共に、坐禅を通して実践面からも学ぶことで、総合的な人間理

解を深めることが本授業の目標となる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

グローバル社会における多文化共生が喫緊の課題となっている現在、多様な文化を尊重すると同時に文化的差異を超越した新

たな視点を構築する必要があり、そのためにもこれまで以上に各人が哲学的・宗教的観点から人間理解を深めていくことが求め

られている。  

本授業では、そうした現代的課題を念頭に置きながら東西の宗教思想における霊性論と身体論を理論的かつ実践的に探究する

ことで、多文化共生の時代に必要不可欠となる哲学的・宗教的人間理解を涵養することにある。 

具体的には、「霊性と身体」について中心的に論じた東西の哲学的・宗教的テキストの講読を通して、理論的側面から哲学的・宗

教的人間理解を深めていくと同時に、実際に坐禅を中心とする宗教的身体技法の実習を行うことで、実践的側面からもアプロー

チしながら理論と実践の相互作用による総合的な人間理解を目指す。  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 『普勧坐禅儀』における心身論 

3. ギリシア哲学における心身論 

4. 『聖書』における心身論 

5. 東方キリスト教における心身論 

6. 近代西洋における心身論 

7. 東西心身論に関する発表・議論（１） 

8. 東西心身論に関する発表・議論（２） 

9. 東西心身論に関する発表・議論（３） 

10. 東西心身論に関する発表・議論（４） 

11. 東西心身論に関する発表・議論（５） 

12. 東西心身論に関する発表・議論（６） 

13. 東西心身論に関する発表・議論（７） 

14. 東西心身論に関する発表・議論（８） 

 

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

予習としては指定されたテキストを読んでくることが必須となる。復習としては理解を深めるために参考文献を読むことが推奨さ

れる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/授業での発表(40%)/授業への参加態度(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特に指定しない 

 

参考文献（Readings） 

授業で適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

本授業では毎回坐禅を行うので、坐禅しやすい恰好で授業に参加することが望ましい。 

 

注意事項（Notice） 
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■FA181 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

こっち、あっちの人類学 

(Anthropology of Here and There) 

担当者名 

（Instructor） 

奥野 克巳(OKUNO KATSUMI) 

佐藤 壮広(SATOU TAKEHIRO) 

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） 
CMP2110 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2016 年度以降 1 年次入学者対象科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

私は<こちら>にいて<あちら>にはいない。こちらには<自己>＝<主体>がいる。あちらには<他者>＝<客体>がいる。二元論思考は

際限なく文化空間に広がる。<男>と<女>。<人間>と<動物>。<日常>と<非日常>。<俗>と<聖>。<生>と<死>。<この世>と<あの世

>・・・。ゾンビは死んでおり生きてもいる。サモア島の「ファアファフィネ」は男と女のどちらでもない第三の性の名称である。二元論

思考には、二つの項のどちらにも納まりきらない部分が出てくる。その部分に「意味」が生じる場合がある。二つの極が消されて、

合体されたものが生まれる場合もある。はたして、二元論思考とは、人間にとって不可欠なのであろうか？ 本授業では、私たち

を取り巻く<あっち>と<こっち>、すなわち二元論思考を取り上げて、その境界性、越境性、媒介性、変則性などに注目しながら、知

的に冒険してみよう。 

 

授業の内容（Course Contents） 

コーディネータ・奥野克巳（異文化コミュニケーション学部）と佐藤壮広（兼任講師）による初回の本授業のイントロダクションを踏ま

え、第 2 回めから第 13 回めは、50 分をめどにゲストスピーカーに、それぞれの専門分野・関心領域における二元論思考をめぐ

る問題についての話題提供をしてもらう。佐藤による司会進行、質疑応答とまとめ、奥野による付加的な質疑などを含めて、毎回

の授業を進める。第 14 回目は、奥野と佐藤が全体のまとめを行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. こっち、あっちの人類学：二元論を考えるとはいかなることか？（奥野 克巳・佐藤 壮広） 

2. 環境倫理学から二元論を考える（戸張 雅登） 

3. 反奴隷制思想から二元論を考える（山本 洋平） 

4. 文学の言葉から二元論を考える（山田 悠介） 

5. 演劇から二元論を考える（嶽本 あゆ美） 

6. ファシリテーションから二元論を考える（佐々木 薫） 

7. 仏像から二元論を考える（君島 彩子） 

8. 日常にある道具から二元論を考える（山崎 剛） 

9. 性風俗世界から二元論を考える（熊田 陽子） 

10. ラカンから男女の二元論を考える（工藤 顕太） 

11. 制作から二元論を考える（上妻 世海） 

12. 生活困窮から二元論を考える（白波瀬 達也） 

13. メディアから二元論を考える（田北 康成） 

14. まとめ（奥野 克巳・佐藤 壮広） 

 

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

毎回配布される資料を熟読し、復習をすること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(40%)/出欠と授業参加態度(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FA182 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

キャンパスデザインの思想と立教スピリット 

(Campus Design Concepts and Principles of Rikkyo University) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
アングリカンカレッジの精神とリベラルアーツの伝統 

担当者名 

（Instructor） 

加藤 磨珠枝(KATO MASUE) 

大島 博(OSHIMA HIROSHI) 

深田 麻里亜(FUKADA MARIA) 

村上 寛(MURAKAMI HIROSHI) 

寒野 康太(KANNO KOTA) 

宮崎 光(MIYAZAKI HIKARI) 

崎山 裕子(SAKIYAMA YUUKO) 

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） 
CMP2110 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

2016 年度以降 1 年次入学者対象科目 

定員 50 名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

立教大学のキャンパスデザインの思想を、様々な専門領域の視点から学び、立教大学の建学の理念とリベラルアーツの伝統と

のつながりを理解する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

多くの学生たちに愛されている立教大学のキャンパスが、どのような思想をもって設計されているのかを、様々な専門領域の視

点による講義を通じて学び、ただ美しいキャンパスであるだけでなく、その隅々に、立教大学の建学の理念（Pro Deo et Patria：真

理の探究と共生の理念）やリベラルアーツの精神が息づいていることを発見する。それによって各人が、キャンパスライフの中

で、真理の探究と人々との共生、そして、専門性ある教養人という、立教スピリット、立教マインドに親しむようになることを目ざ

す。また立教大学で学ぶ意義や、長い伝統の中で大学が寄与してきた大きな文化的・社会的役割についても理解を深める。立教

大学のキャンパスデザインの思想を、歴史、キリスト教、建築、芸術(音楽、美術)、礼拝などに関する、それぞれ領域の異なる専

門家が、それぞれの視点から読み解き、キャンパスデザインが、どのようなかたちで、立教大学の建学の理念やリベラルアーツ

の精神と結びつき、それを体現しているのかについて講義を行う。その際、特に、大学制度が生まれた中世以来のヨーロッパ的

な学問伝統や、キリスト教文化的背景に光を当て、立教大学の精神源流にも触れる。本科目の特徴としては、特に、旧図書館、

第一食堂、チャペルをはじめとする初期の設計に注目する。チャペルやオルガンについては、実際にチャペル（およびチャペル会

館マグノリアホール）でも、オルガンや聖歌、礼拝などに関する講義を行う。歌唱実技などのアクティビティーや、ディスカッション

が行われることがあるので、授業担当者の指示に従って積極的に参加できることが単位取得の条件である。 

基本的に、受講者は、各自でそれらのテキストを読解し、自ら学んだ内容を、グループディスカッションで共有しつつ、相互に学び

合うことが求められる。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション：立教大学のキャンパスデザイン（ゴシック様式） 

2. キャンパスデザインの源流 （ケルト文化、修道院文化） 

3. リベラルアーツの伝統１（自由学芸） 

4. リベラルアーツの伝統２ （大学の誕生・中世の大学） 

5. アングリカン・カレッジの源流１（大学とキリスト教、修道会） 

6. 同２（オクスフォード運動、ニューマン） 

7. 小テスト  

8. アングリカン・カレッジにおける音楽の伝統（大学聖歌隊の歴史と役割） 

9. チャペル・オルガンとキリスト教音楽１（チャペルオルガンの歴史と役割） 

10. 同２ 

11. 大学と西洋音楽の伝統１（音楽家たちと大学） 

12. 同２ 

13. アングリカン・チャーチの伝統と立教大学１（立教チャペルについて） 

14. 同２ 

 

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

予習課題と各回の講義ノート。 

立教学院展示館の見学。 

そのほか授業時の指示に従うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(20%)/講義ノートおよび予習課題の精度(30%)/ディスカッションやそのほかアクティビティーでの積極性
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と精度(30%)/小レポート、中間テストの精度(20%) 

各回で指示される予習課題と各回の講義ノートの提出（ほぼ毎回課される）が指定通りなされない場合は欠席扱いとなる。課題

などの指示が e-mail、Blackboardなどで出されることがあるので必ず確認すること。それを確認していなかったことによる不利益

は、受講者の責任となるので注意すること。授業によっては、歌唱実践などのアクティビティー、ディスカッションが行われる場合

があるが、授業担当者の指示に従って、積極的に参加できないものは D 評価とするので受講を控えること。チャペルに入る回が

あるが、いずれの授業回においても、授業マナーについて注意されたものは以降の受講を認めず D 評価とする。 

 

テキスト（Textbooks） 

以下、授業担当者によるテキストを示す。購入は各自の判断にゆだねる。そのほか授業のときに指示する。 

 

ジークフリード・ギーディオン著『新版 空間・建築・時間 ＜復刻版＞』、太田實訳、丸善出版、2009 年（ISBN 9784621080788） 

ルイ・グロデッキ著『図説世界建築史 ゴシック建築 第八巻』、前川道郎、本の友社、1996 年（ISBN 9784894390485） 

W・ブラウンフェルス著『［図説］西欧の修道院建築』、渡辺鴻訳、八坂書房、2009 年 

（ISBN 9784896949407） 

 

金澤正剛著『キリスト教音楽の歴史 初代教会から J.S.バッハまで』 日本キリスト教団出版局、2005 （キリスト教音楽の起源か

らバロック期までの概説です） 

『CDで聴くキリスト教音楽の歴史』[音楽資料] 日本キリスト教団出版局、2001 （上記の書籍で触れられている作曲家および作

品についての解説、対訳本と実演の CD から成り、代表的な作品を選んで編集されています） 

 

DVD"Anthems from King's" (BBC Opus Arte, 2002) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FA183 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

睡眠文化論 

(Sleep and Culture) 

担当者名 

（Instructor） 

豊田 由貴夫(TOYODA YUKIO) 

河東 仁(KAWATOU MASASHI) 

石渡 貴之(ISHIWATA TAKAYUKI) 

鍛治 恵(KAJI MEGUMI) 

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） 
CMP2110 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2016 年度以降 1 年次入学者対象科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

人間の基本的活動である睡眠を、自然科学の視点からだけでなく、文化の視点から考えることを目的とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

睡眠は、これまで人間の基本的な欲求に基づく行動であるとされ、もっぱら自然科学の領域において研究が行われてきたが、近

年の研究では、これまで考えられてきた以上に睡眠には文化的要因が重要であることが指摘され始めている。この授業では、文

化人類学や社会学、比較文明論など様々な視点から、睡眠を文化的側面から考えてみることを目的とする。睡眠のしくみの基礎

的な理解から始まり、睡眠の歴史的・地理的変異、現代の睡眠環境、寝具のこだわり、夢の民族誌、文学に見る眠りなどのテー

マを扱う予定である。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 睡眠のしくみ（１） 

3. 睡眠のしくみ（２） 

4. 寝不足と認知機構 

5. 生体リズムと睡眠 

6. 夢を見るしくみ 

7. 夢の民族誌：世界の人々はどんな夢を見るのか 

8. 日本の夢信仰 

9. 極北地域での眠り 

10. ねむり衣の文化誌 

11. 現代日本の眠り 

12. チンパンジーの眠り 

13. 寝所の建築史 

14. 文学の中に描かれた眠り 

 

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

毎回、教科書の該当する部分を事前に読んでおくことが望ましい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(100%) 

毎回、授業の感想を確認するためにリアクションペーパーを提出してもらう。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 高田公理ほか編、2008、『睡眠文化を学ぶ人のために』、世界思想社 (ISBN:978-4-7907-1330-2) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FA184 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

パトス・ロゴス・エトス 

(Pathos, Logos and Ethos) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
不確かな未来で舵を切る方法 

担当者名 

（Instructor） 

小澤 康裕(OZAWA MICHIHIRO) 

鶴田 麻衣(TSURUTA MAI) 

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） 
CMP2110 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2016 年度以降 1 年次入学者対象科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

不確かな未来で舵をきることのできるイノベーターの育成を目的とし、イノベーションが起こる原理や知識の習得のため、短期的

ではなく、世の中の大きな流れを読み、自らの頭で思考するためのインプットとアウトプットの訓練をしながら「不確実な未来を想

像する力」を身につけることを目的とする。 

 

そのため、自ら問題を発見し、思考することができるための思考力（ここでは、ロジカル・シンキングとクリエイティブ・シンキングと

する）及び、アウトプット（ここでは、ディベート、プレゼンテーション、ワークシートとする）を実行するための、インプット及びカリキュ

ラム内でのトレーニングを実施する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

本科目では、以下 3 つの切り口から思考を深堀する 

①ミクロからマクロへ 

＜「視点」を尖らせる＞ 

事実を前にした際に、変革の歴史や時代背景、経緯などを理解し、鋭い視点での事実の解釈「どの部分を見るか」を養う 

②日本から世界、過去から未来へ 

＜「視座」を高くする＞ 

いちコンシューマー、いち大学生ではなく、価値を提供する側、判断するなどの立場を考えながら、思考・判断の視座を高くする力

を養う 

 

上記を達成するために、6 つのステップを実践する 

1.思考する重要性を認識する 

2.思考するための武器（フレーム）を認識する 

3.思考するための武器（フレーム）を使って実践してみる 

4.未知を思考する訓練をする 

5.未知と現実社会を結びつける 

6.思考サイクルの定着 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction：イノベーションの世界史 

2. 「思考」とは何か①～論理的に考える～ 

3. 「思考」とは何か②～論理を飛躍して考える～ 

4. 価値創造と問題解決  

5. 未来を想像する  

6. 実社会を知る（Guest Speaker予定） 

7. 「企業」とは何か 

8. 「仕事」とは何か 

9. テクノロジによって変わる世界～シンギュラリティ～ 

10. テクノロジによって変わる世界～Disruptor～ 

11. 「優秀な人材」とは何か① 

12. 「優秀な人材」とは何か②（Guest Speaker予定） 

13. 「キャリア」を考える（Guest Speaker 予定） 

14. 振り返り:「不確かな未来で舵を切る方法」 

 

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

授業内で必要に応じて指示する。  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席およびリアクションペーパーの提出(50%)/授業への貢献度(30%)/ワークシート(20%) 
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原則として全回出席すること。出席は、リアクションペーパーの提出完了までを示す。出席数が全 14 回のうち 10 回未満の者は

D 評価とする。 

 

テキスト（Textbooks） 

授業内で必要に応じて指示する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 波頭 亮、『思考・論理・分析：「正しく考え、正しく分かること」の理論と実践』、産能大出版部 

2. ジャレド・ダイアモンド、『銃・病原菌・鉄』、草思社 

3. ジェイムズ・ロジャー・フレミング、『気象を操作したいと願った人間の歴史』、紀伊國屋書店 

4. マット・リドレー、『繁栄-明日を切り拓くための人類 10 万年史』、早川書房 

5. 松田 卓也、『2045 年問題 コンピュータが人類を超える日』、廣済堂出版 

6. リンダ・グラットン、『ワーク・シフト』、プレジデント社 

7. エリック・シュミット、ジャレッド・コーエン、『第五の権力 Google には見えている未来』、ダイヤモンド社 

ジム・コリンズ著『ビジョナリー・カンパニー』日経 BP社 

ゲイリー・ハメル著『経営は何をすべきか』ダイヤモンド社 

原 丈人著『増補 21 世紀の国富論』平凡社 

ルイス・ピーノルト著『コンサルティングの悪魔』徳間書店 

大西 康之著『会社が消えた日 三洋電機 10 万人のそれから』日経 BP社 

後藤 直義、森川 潤著『アップル帝国の正体』文藝春秋 

アルビン・トフラー、ハイジ・トフラー著『富の未来』講談社 

アルビン・トフラー著『第三の波』中央公論新社 

レイ・カーツワイル著『シンギュラリティは近い』NHK出版 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

本プログラムは、実社会の中で理想を描き、自ら問題を発見し解決できるイノベーターの育成を目的としている。そのため、受講

者には自主的な学びと思考を期待する。 

カリキュラムはインタラクティブで、受講者同士が互いに意見をディスカッションする形式を取り入れる。また、思考を深めるための

多様な文献の繙読を求める。 

 

ぜひ、意欲の高い方に受講いただきたい。 

 

※カリキュラムは、進捗によって変更する可能性もある 

 

注意事項（Notice） 
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■FA185 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

ボランティア論 

(Volunteer Studies) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
知ること、考えること、行動すること 

担当者名 

（Instructor） 

平野 方紹(HIRANO MASAAKI) 

古川 秀雄(FURUKAWA HIDEO) 

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） 
CMP2110 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2016 年度以降 1 年次入学者対象科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

漠然としたボランティアのイメージを、いくつかの事例を通じて、具体的なイメージとして理解できるようにします。またボランティア

を考えることを通して、自分と社会の接点を意識できるようにし、社会問題を自分の頭で考えられるようになり、実際の行動へとつ

なげられるようにします。そして、ボランティア経験を自分の言葉で発信し、自分のキャリア形成を考えることができるようにしま

す。 

 

授業の内容（Course Contents） 

ボランティアをめぐる歴史や言説、今日の社会とボランティアの関わりなどをいくつかの活動フィールドで活躍されているゲストス

ピーカーをむかえて、「ボランティアがいる場所」にフォーカスを当てた議論を展開し、実際のボランティアのニーズ、活動を生かす

ための仕組み、ボランティア自身の気づき、活動が与えるインパクトがどのようにリンクし合っていくのかを、受講生が具体的にイ

メージしながら考察できるよう授業をすすめます。また、ワークショップを交えて、より良い変革のための合意形成や提案について

も実践的に学んでゆきます。 

その上で、ボランティアがもつ意義を捉えなおし、学生の「知ること」「考えること」「行動すること」を触発する場としてゆきます。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. ボランティアの歴史と諸概念 

3. ボランティアを取り巻く社会 

4. 一歩踏み出す。世界、拡がる－ボランティアへ向けてのワークキャンプの視点－ 

5. 災害ボランティアについて① あなたにできることは？ 

6. 災害ボランティアについて② 大学の取り組みと参加者の声 

7. ボランティアプログラム紹介①  

8. ボランティアプログラム紹介② 

9. オリンピック・パラリンピックと大学ボランティア 

10. ボランティア体験を言葉にする 

11. 様々な立場からの社会貢献－企業が行う社会貢献活動が果たす役割－ 

12. ソーシャルな視点から仕事をする－ハンセン病報道への想い－ 

13. 学生時代のボランティアからキャリア形成を考える 

14. ソーシャルデザイン－アイディアが世界を変える－ 

 

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

本授業は多くのゲスト講師で構成される授業なので、予習として授業前にゲスト講師の活動等をインターネット等で調べ、講師へ

の質問内容などを準備しておくこと。 

ゲスト講師の授業の内容や感想を文書にしてまとめておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/毎時間のリアクションペーパー(20%)/中間レポート(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特に使用しない。授業時にプリント等を配布します。 

 

参考文献（Readings） 

特になし 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

ボランティアセンターHP： http://www.rikkyo.ac.jp/support/volunteer/ 

日本財団学生ボランティアセンターHP: http://gakuvo.jp/ 

ボランティア活動に興味のある方、やってみたいという方は受講してください。 
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注意事項（Notice） 
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■FA186 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

キリスト教と民衆文化 

(Christianity and Popular Culture) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
キリスト教文化史と諸相 

担当者名 

（Instructor） 

加藤 磨珠枝(KATO MASUE) 

茅根 紀子(CHINONE NORIKO) 

杉本 ゆり(SUGIMOTO YURI) 

村上 寛(MURAKAMI HIROSHI) 

後藤 里菜(GOTO RINA) 

杉山 美耶子(SUGIYAMA MIYAKO) 

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） 
CMP2110 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2016 年度以降 1 年次入学者対象科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

キリスト教においては、言葉（文学・思想）、音楽、美術（建築を含む）などの芸術文化が豊かに花開き、歴史を通じて、様々な文

化・社会に多大な影響を与え続けている。そうしたキリスト教の伝統を学び、その中でも、聖職者・修道者ではなかった一般民衆

の霊性文化について、それぞれの専門家による講義を通じて、理解を深めることが本授業の目標である。 

 

授業の内容（Course Contents） 

本科目ではキリスト教とのかかわりの中で生み出され形成された民衆文化について学ぶ。西欧社会においてはキリスト教受容を

通じて民衆文化が豊かに花開き、歴史を通じて、様々に展開していった。授業全体は、キリスト教美術、キリスト教音楽、キリスト

教思想、キリスト教史の四領域の専門家の連携したプログラムによって構成され、複数の講師、ゲスト・スピーカーによる講義が

行われる。１）中世の民衆宗教音楽について実演を含む講義。２）美術史の観点からキリスト教と民衆文化についての講義。３）

神学及び歴史学の観点から、民衆文化と密接に結びついた、祝祭、習俗、聖人崇敬、聖地巡礼などに関する講義を行う。また現

代におけるキリスト教とポピュラー・カルチャーとの関係や、現代における祝祭や聖地巡礼についても取り上げることがある。なお

内容は受講者の状況などに応じて変更される場合がある。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション：中世ヨーロッパにおけるキリスト教受容 

2. マリア崇敬 

3. 聖人崇敬 

4. 聖地と巡礼 

5. 祝祭 

6. 宗教運動 

7. 贖罪と救済 

8. 宗教美術と制度 

9. イメージと霊性 

10. イコノクラスム 

11. キリスト教と音楽 

12. 中世ヨーロッパの音楽 

13. 教会音楽 

14. 民衆霊性と音楽 

 

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

指示される予習課題と講義ノート。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

予習課題と講義ノートの精度(40%)/授業内のアクティビティー、ディスカッションへの積極性と精度(30%)/最終レポートの精度(30%) 

指定された予習課題と講義ノート（ほぼ毎回課される）を指示通り提出しない場合は欠席扱いとなる。また内容が杜撰である場合

も未提出と同じように扱われる。授業によっては歌唱実践などのアクティビティーやディスカッションが行われる場合があるが、授

業担当者の指示に従って、積極的に参加できない場合は、以降の受講を認めず D 評価となるので、受講希望者は留意するこ

と。そのほか授業マナーについて注意されたものは以降の受講を認めず D 評価となる。課題やそのほかの指示が e-mail、

Blackboardなどで指示されるが、それを必ず確認すること。確認しないことによる不利益は受講者の責任となる。 

 

テキスト（Textbooks） 

授業時に配布する。 

 



 - 106 - 

参考文献（Readings） 

授業時に指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FA401 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

仏教の世界                       新座 

(World of Buddhism) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
仏教の世界観を学ぶ/グローバル化時代だからこそ学びたい東洋の思想 

担当者名 

（Instructor） 
安原 眞琴(YASUHARA MAKOTO) 

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） 
CMP2100 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2016 年度以降 1 年次入学者対象科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「日本人は無宗教」とよく言われるが、それに対してきちんと答えられるようになる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

グローバル時代のいま、何かと注目され始めている仏教。たとえば、海外でも「禅」に人気があったり、日本の若者には「パワース

ポット」のプチブームが起こったりしています。実はとっても身近な存在なのですが、私たちは気付いていないのです。そんな仏教

を、根本的な考え方から宗派まで、多角的に分かりやすく学習します。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 日本人は無宗教なのか。 

2. 仏教は宗教なのか。 

3. 聞いたことがあるぞ。地獄と天国。 

4. 絵解きで仏教早わかり。ビデオ鑑賞。 

5. 絵解きの復習と解説。 

6. 身近な仏教に気付こう。 

7. 最も身近な仏。お釈迦さま。 

8. 聞いたことがあるぞ。北枕。ビデオ鑑賞。 

9. いろいろな仏。仏像もいろいろ。 

10. 仏教の宇宙観。地球外生命体？ 

11. 仏教の宇宙観。宇宙物理学と仏教？ 

12. 仏教伝来。 

13. 宗派の登場。 

14. 雨ニモ負ケズ 

 

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

事前学習：毎回配布プリントについて事前に調査してくる。 

事後学習：毎回リアクションペーパーで一次的な復習をする。 

宿題：課題レポートの作成時に参考文献を読んで理解を深める。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/課題レポート(20%)/リアクションペーパー(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 白川成昭・宮次男、1980、『地獄』、風濤社 (ISBN-13: 978-4892190957) 

適宜指示する 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

http://www.makotooffice.net 

 

注意事項（Notice） 
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■FA402 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

日本の宗教                       新座 

(Japanese Religions) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
人物から見る日本の宗教 

担当者名 

（Instructor） 
出口 久徳(DEGUCHI HISANORI) 

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） 
CMP2100 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2016 年度以降 1 年次入学者対象科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

日本の宗教において、近代以前の著名な人物の物語・伝記類を取り上げることを通じて、日本の宗教について考える。 

 

授業の内容（Course Contents） 

日本の宗教における著名な人物の物語・伝記等を取り上げる。『今昔物語集』などの説話集、伝記、絵巻などのテキストを読むこ

とを通じて、日本の宗教のあり方を考える。また、キリシタン文学を取り上げて、日本の宗教を考える際の視野を広げておきたい。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 日本の宗教の人物史 

2. 聖徳太子① 

3. 聖徳太子② 

4. 聖徳太子③ 

5. 空海① 

6. 空海② 

7. 鑑真 

8. 源信（往生要集） 

9. 法然① 

10. 法然② 

11. 一遍 

12. キリシタン文学① 

13. キリシタン文学② 

14. まとめ 日本の宗教 

 

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

『今昔物語集』等を読んでおく。美術館・博物館などに足を運ぶ。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/中間レポート(10%)/出欠兼コメントペーパーの内容(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

プリントを使用する。 

 

参考文献（Readings） 

授業の中で随時紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

特になし。 

 

注意事項（Notice） 
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■FA403 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

日本文化と精神性                    新座 

(Japanese Culture and its Spirit) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
本居宣長の世界観・人間観 

担当者名 

（Instructor） 
大久保 紀子(OOKUBO NORIKO) 

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） 
CMP2100 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

江戸時代に成立した国学は、外来の文化である仏教および儒学を批判する立場から、『万葉集』や『古事記』などの日本の古典

を研究することによって日本古来の人の在り方や社会の成り立ちを明らかにしようとした。本講義では、日本の文化と精神性の特

質をよく示していると考えられる思想の一例として、代表的な国学者である本居宣長の思想をとりあげる。宣長の世界観・人間観

を理解し、その特質について考えることを通して、日本の文化や精神性について考察する場合に必要な基本的な視座を獲得する

ことを目的とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

本居宣長の世界観・人間観を、日本朱子学および日本朱子学の概念と構造によって神道をとらえ直した垂加神道の世界観・人

間観と比較することによって明らかにし、その特質について考える。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス（授業受ける際の留意点、評価の基準などについての説明） 

序 １国学および本居宣長についての基礎的な知識 

2. 序 ２神道について 

3. 一 日本朱子学ないしは垂加神道の概要 

  １日本朱子学の世界観 （１）気 （２）理 その１ 

4.                   （３）理 その２ 

5.   ２日本朱子学の人間観 （１）性と情 （２）居敬 

6.                   （３）格物窮理 

  ３垂加神道における神 

7. 二 本居宣長の世界観、人間観の概要 

  １本居宣長の日本朱子学ないしは垂加神道に対する批判 （１）理に対する批判 （２）神は実物 

8.   ２本居宣長の世界観の概要 （１）神の絶対化 （２）人の領域と神の領域 （３）神の御所為  

9.   ３本居宣長の人間観の概要 （１）受動的存在 （２）人の在り方 

10. 三 本居宣長の世界観 

  １あやしき世界   ２世界は死物  ３神のはたらき 

11. 四 本居宣長の人間観 

  １死物である人がうごくことの不思議  （１）即物的な人間観  （２）「あやし」き心 

12.   ２人としての最高の価値  （１）真心  （２）うごく心 

13.   ３真心の再形成   

14. 結語 われしらずうごく心 

 

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

遅刻は認めない。 

初回に受講心得、評価基準などについて説明するので受講希望者は必ず出席すること。 

授業内容は、前回の授業内容を理解していることを前提として構成され、展開されるので、次の三点を了解した上で履修登録す

ること。 

１欠席は極力避けること。 

２授業中は、集中して講義内容を理解するように努めること。宣長の世界観、人間観を理解しようと努め、彼の世界観、人間観が

もつ意味について自分自身で考えることなくしてはレポート作成は困難と思われるためである。 

３理解できない部分については必ず質問すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(86%)/出席兼質問票の内容(14%) 

 

テキスト（Textbooks） 

テキストは使用しない。資料を配布する。 
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参考文献（Readings） 

授業中に、随時、提示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FA404 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 
Japanese Ethnology         新座 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Japanese History and Culture: An Overview in English 

担当者名 

（Instructor） 
ラビ－ン マイケル アラン(LEVINE MICHAEL ALAN) 

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） 
CMP2131 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 

・F科目（外国語による日本研究科目） 

・他に特別外国人学生が履修 

・この授業は英語で実施する 

・履修者は TOEIC®550 点相当以上の英語力を有することが望ましい 

 

授業の目標（Course Objectives） 

By the end of this course, students will gain experience listening to extended lectures in English. They will also get extensive 

practice expressing themselves in spoken and written English about Japan’s history, culture, and literature. 

 

授業の内容（Course Contents） 

When did Japan become “Japanese”? What links the hunter-gatherers of the Jōmon period to the poetry-writing aristocrats of 

the Heian period? What connects medieval warriors who engaged in the tea ceremony with the manga reading public of today? 

In this class we will explore familiar territory—the history of Japan and its culture—in English. Classes will be 90 minutes and 

divided into two sections: a 45-minute to one-hour lecture followed by a discussion session for the remainder of time available. 

Each week I will assign discussion questions. You will have a week to think about the questions, but participation in discussions 

is mandatory; in this way, you will have many chances to practice your spoken English. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction to the Course and Japanese Pre-history to the Nara Period 

2. The Chinese Influence in the Nara Period 

 

Reading 1: Schirokauer, et al., Chapter 2 (pp. 16-43) 

Reading 2: A selection from The Kojiki  

3. Heian Period Literary Culture 

 

Reading 1: Schirokauer, et al., Chapter 3 (pp. 47-69) 

Reading 2: “The Paulownia Court,” from The Tale of Genji 
4. From Aristocrat to Warrior: the Late Heian Period 

 

Short quiz on Lectures 1-3 

 

Reading 1: A selection from The Tale of the Heike 

Reading 2: A selection from Kamo no Chōmei, “An Account of My Hermitage” 

5. Medieval Culture: Kamakura & Muromachi Periods 

 

Reading 1: Schirokauer, et al., Chapters 4 & 5 (pp. 71-110) 

Reading 2: A selection from Yoshida Kenkō, “Essays in Idleness”  

6. The Road to Sekigahara: From the End of the Muromachi Period to the Warring States Period 

 

Final Paper Topics due 

 

Reading 1: Schirokauer, et al., Chapter 6 (pp. 113-128) 

Reading 2: “Atsumori” 

7. Edo Period History and Culture 1 

 

Short quiz on Lectures 4-6 

 

Reading 1: Schirokauer, et al., Chapter 7 (pp. 130-150) 

Reading 2: Chikamatsu Monzaemon, “The Love Suicides at Sonezaki” 

8. Edo Period: History and Culture 2 

 

Reading 1: Santō Kyōden, “Playboy Grilled, Edo Style” (pp. 189-218) 
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Reading 2: Yamamoto Tsunetomo, “Hagakure” (pp. 387-393)  

9. The End of the Tokugawa Shōgunate and the Meiji Restoration 

 

Reading 1: Schirokauer, et al., Chapter 8 (pp. 153-173) 

Reading 2: Kanagaki Robun, “The Beefeater”  

10. The Making of Modern Japan 

 

Short quiz on Lectures 7-9 

 

Reading 1: Schirokauer, et al., Chapter 9 (pp. 175-195) 

Reading 2: Fukuzawa Yukichi, “Good-bye Asia” 

11. Taishō "Democracy" and After: the Turn Toward War 

 

Reading 1: Schirokauer, et al., Chapter 10 (pp. 197-219) 

Reading 2: The Imperial Rescript on Education 

12. The War 

 

Reading 1: Schirokauer, et al., Chapter 11 (pp. 221-234) 

Reading 2: Selections from Cook & Cook, Japan at War: An Oral History  

13. Postwar Japan 

 

Short quiz on Lectures 10-12 

 

Reading: Schirokauer, et al., Chapter 12 (pp. 235-270) 

14. Presentations and Final Papers due 

 

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

Each student will be required to write a paper on a topic related to the subject matter covered in the course. You will also be 

required to give a short presentation on your paper topic. Topics must be chosen by each student and approved by me by Week 

6. Papers will be due before class on the day of the presentations, which will be the last day of class.  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(30%)/Final Presentation(30%)/Four Short Quizzes(20%)/Discussion Participation(20%) 

"Final Report" refers to the Final Paper. As is also clear, Discussion Participation will be 20% of your class score. Because the 

ultimate goal of this class is for you to be able to talk about Japanese history and culture in English, participation in the 

discussion sections is very important. 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. Conrad Schirokauer, David Lurie, and Suzanne Gay. 2012. A Brief History of Japanese Civilization. Wadsworth 

(ISBN:0495913251) 

2. Gustave Heldt (translator). 2014. The Kojiki, pages 19-27. Columbia University Press (ISBN:0231163894) 

3. Murasaki Shikibu, Edward Seidensticker (translator), Haruo Shirane (editor). 2007. The Tale of Genji, from Traditional 
Japanese Literature: An Anthology, pages 299-310. Columbia University Press (ISBN:023113696X) 

4. Royall Tyler (translator). 2012. The Tale of the Heike, pages 3-5, 261-264, 325-328, 463-468, 504-506, 609-613. Viking 

(ISBN:0670025135) 

5. Kamo no Chōmei, Helen Craig McCullough (editor and translator). 1990. "An Account of My Hermitage," from  Classical 
Japanese Prose: An Anthology pages 379-392. Stanford University Press (ISBN:0804719608) 

6. Yoshida Kenkō, Helen Craig McCullough (editor and translator). 1990. "Essays in Idleness," from  Classical Japanese Prose: 
An Anthology pages 395-399. Stanford University Press (ISBN:0804719608) 

7. Royall Tyler (translator), Haruo Shirane (editor). 2007. "Atsumori," from Traditional Japanese Literature: An Anthology pages 

980-991. Columbia University Press (ISBN:023113696X) 

Chikamatsu Monzaeomon, Donald Keene (translator), and Haruo Shirane (editor). "The Love Suicides at Sonezaki," from Early 
Modern Japanese Literature: An Anthology, pages 242-259. Columbia University Press, 2002. ISBN: 0231109903. 

 

Santō Kyōden, Kitao Masanobu (illustrator), and Sumie Jones (editor and translator). “Playboy Grilled, Edo Style,” from An Edo 
Anthology: Literature from Japan's Mega-City, 1750-1850, pages 189-218. University of Hawaii Press, 2013. ISBN: 0824837401. 

  

Yamamoto Tsunetomo, and Wm. Theodore de Bary, Carol Gluck, and Arthur Tiedmann (editors). “Hagakure,” from Sources of 
Japanese Tradition, Volume 2, pages 387-393. Columbia University Press; Abridged Second Edition, 2006. ISBN: 0231139195. 

 



 - 113 - 

Kanagaki Robun, Donald Keene (editor and translator). “The Beefeater,” from Modern Japanese Literature: An Anthology, pages 

31-33. Grove Press, 1956. ISBN: 9780802150950.  

 

Fukuzawa Yukichi, David Liu (editor). “Good-bye Asia,” from Japan: A Documentary History, Volume 2,  pages 351-353. M.E. 

Sharpe, 1997. ISBN: 0765600366.  

 

Wm. Theodore de Bary, Carol Gluck, and Arthur Tiedmann (editors). "The Imperial Rescript on Education," from Sources of 
Japanese Tradition, Volume 2, pages 108-109. Columbia University Press; Abridged Second Edition, 2006. ISBN: 0231139195. 

 

Haruko Taya Cook and Theodore F. Cook. Japan at War: An Oral History, pages 267-276, 313-319. New Press, 1993. ISBN: 

1565840399. 

 

 

 

                             OPTIONAL (but recommended) READINGS: 

 

Week 2: 

 

Edwin Cranston (editor and translator). A selection from the Man’yōshū, from A Waka Anthology, Volume 1. Stanford University 

Press, 1993.    

 

Week 3: 

 

Helen Craig McCullough (editor and translator). The Tales of Ise, pages 39-47. Stanford University Press, 1990. ISBN: 

0804719608. 

 

Week 4:  

 

Marian Ury (translator) and Haruo Shirane (editor). "Tales of Times Now Past," from Traditional Japanese Literature: An 
Anthology, pages 542-548. Columbia University Press, 2007. IBSN: 023113696X. 

 

Week 5: 

 

Donald Keene (editor and translator). A selection from Shinkokinshū, from An Anthology of Japanese Literature: From the  
Earliest Era to the Mid-Nineteenth Century, pages 192-196. Grove Press, 1995. ISBN: 0802150586. 

 

Week 6: 

 

Virginia Skord (translator) and Haruo Shirane (editor). “Lazy Tarō,” from Traditional Japanese Literature: An Anthology, pages 

1100-1112. Columbia University Press, 2007. IBSN: 023113696X. 

 

Week 7: 

 

Wm. Theodore de Bary, Carol Gluck, and Arthur Tiedmann (editors). “The Greater Learning for Women,” from Sources of 
Japanese Tradition, Volume 2, pages 230-235. Columbia University Press; Abridged Second Edition, 2006. ISBN: 0231139195.  

 

Ihara Saikaku, Chris Drake (translator), and Haruo Shirane (editor). “The Life of an Amorous Woman,” from Early Modern 
Japanese Literature: An Anthology, pages 83-96. Columbia University Press, 2002. ISBN: 0231109903.  

 

Week 8: 

 

Jippensha Ikku, Katsukawa Shun’ei (illustrator), and Sumie Jones (translator and editor). “The Monster Takes a Bride,” from An 
Edo Anthology: Literature from Japan's Mega-City, 1750-1850, pages 140-167. University of Hawaii Press, 2013. ISBN: 

0824837401.  

 

Tsuruya Nanboku IV, Faith Bach (translator), and Sumie Jones (editor). “Ghost Stories at Yotsuya,” from An Edo Anthology: 
Literature from Japan's Mega-City, 1750-1850, pages 168-182. University of Hawaii Press, 2013. ISBN: 0824837401.  

 

Week 9: 

 

Higuchi Ichiyō, Edward Seidensticker (translator), and Donald Keene (editor). “Growing Up,” from Modern Japanese Literature, 

pages 70-110. Grove Press, 1956. ISBN: 9780802150950. 
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Week 10: 

 

Natsume Sōseki, Jay Rubin (translator), and J. Thomas Rimer and Van C. Gessel (editors). “The Civilization of Modern-Day 

Japan,” from The Columbia Anthology of Modern Japanese Literature, pages 154-161. Columbia University Press, 2011. ISBN: 

9780231530279. 

 

Mori Ōgai, Richard Bowring (translator), and J. Thomas Rimer and Van C. Gessel (editors). “The Dancing Girl,” from The 
Columbia Anthology of Modern Japanese Literature, pages 8-24. Columbia University Press, 2011. ISBN: 9780231530279. 

 

Week 11:  

 

Akutagawa Ryūnosuke, Jay Rubin (translator). “Rashōmon,” from  Rashōmon and Seventeen Other Stories, pages 3-9. Penguin 

Books, 2006. ISBN: 0140449701.  

 

Edogawa Ranpo, James B. Harris (translator), and J. Thomas Rimer and Van C. Gessel (editors). “The Human Chair,” from The 
Columbia Anthology of Modern Japanese Literature, pages 365-375. Columbia University Press, 2011. ISBN: 9780231530279. 

 

Week 12: 

 

Hara Tamiki, George Saitō  (translator), and Kenzaburō Ōe (editor). “Summer Flower,” from The Crazy Iris and Other Stories of 
the Atomic Aftermath, pages 37-54. Grove Press, 1994. ISBN: 0802151841. 

 

Shigeru Mizuki, Jocelyn Allen (translator). Onwards Towards Our Noble Deaths, Drawn and Quarterly, 2011. ISBN: 1770460411. 

 

Week 13: 

 

Hayashi Fumiko, Lane Dunlop (translator), and J. Thomas Rimer and Van C. Gessel (editors). “Blindfold Phoenix,” from The 
Columbia Anthology of Modern Japanese Literature, pages 503-513. Columbia University Press, 2011. ISBN: 9780231530279. 

 

Murakami Haruki, Jay Rubin (translator). “super-frog saves tokyo,” from After the Quake: Stories,  pages 91-114. Vintage, 

2003. ISBN: 978030742648. 

 

Kawakami Hiromi, Ted Goossen and Motoyuki Shibata (translators), and Elmer Luke and David Karashima (editors). “God Bless 

You, 2011,” from March Was Made of Yarn: Reflections on the Japanese Earthquake, Tsunami, and Nuclear Meltdown, pages 37-

52. Vintage Books, 2012. ISBN: 9780307948878. 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FA501 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

仏教の世界 

(World of Buddhism) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
落語と説教 

担当者名 

（Instructor） 
宮 信明(MIYA NOBUAKI) 

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） 
CMP2100 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2016 年度以降 1 年次入学者対象科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

落語と説教それぞれの基礎知識を身につけるとともに、その関わりについて学習・考察し、仏教が日本の文化・生活のなかにい

かに深く浸透しているのかを再確認する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

落語の源流のひとつは仏教の節談説教だといわれています。落語の祖と称される安楽庵策伝は浄土宗の高僧であり、京都にお

ける落語家の祖・露の五郎兵衛も日蓮宗の僧侶でした。仏教の経典や教義を民衆に教えさとすための説教が、いかにして庶民

の芸能となっていったのか。その娯楽化の過程で、何が消え、何が残ったのか。また、現在演じられている落語から垣間見える仏

教の教えとは。本講義では、以上の点について、文字資料だけでなく多くの映像・録音資料にあたりながら考察を加えていきま

す。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業計画・成績評価について 

2. 落語とは? 

3. 仏教の歴史⑴ 

4. 仏教の歴史⑵ 

5. 説教の歴史⑴ 

6. 説教の方法 

7. 落語の歴史 

8. 落語「寿限無」 

9. 落語「寝床」 

10. レポートについて 

11. 落語「だくだく」 

12. 『真景累ヶ淵』1 

13. 『真景累ヶ淵』2 

14. おわりに 

 

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

予習・復習範囲および課題は授業時に適宜指示します。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/受講態度及びコメントカード兼出席票の記載内容によって評価します。(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特に指定はしません。毎時間プリントを配布します。 

 

参考文献（Readings） 

関山和夫 『説教の歴史―仏教と話芸―』 (岩波書店 1978 年)、関山和夫 『仏教と民間芸能』 (白水社 1982 年)など、仏教と芸

能の関わりを論じた関山和夫の一連の著作は、品切れ・絶版のものも少なくありませんが、一読をお勧めします。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

取り上げる演目については「猿後家」「松山鏡」等に変更する可能性があります。また、より詳細な参考文献・資料については授業

時に適宜指示しますが、質問等ございましたら、遠慮せずにどうぞ。 

 

注意事項（Notice） 
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■FA502 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

日本の宗教 

(Japanese Religions) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
信仰の多様性と表象 

担当者名 

（Instructor） 
吉橋 さやか(YOSHIHASHI SAYAKA) 

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） 
CMP2100 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2016 年度以降 1 年次入学者対象科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

日本における宗教・信仰・思想について、その特徴や多様性を知るとともに、それらがどう表現されてきたのかなど、文化のありよ

うについても理解を深める。 

 

授業の内容（Course Contents） 

 主に古代から近世にかけての神話、説話、寺社縁起、物語などの文献資料や、絵巻・絵画、祭礼、芸能・パフォーマンスなどの

非文字資料を通して、神祇信仰などの基層信仰と仏教などの外来宗教のありようや、その世界観、死生観、身体観、さらには信

仰をめぐる生活や文化の様相に迫る。授業では、下記の１～14のテーマについて、さまざまな資料を適宜示しながら講義してい

く。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス（中間レポートについてのアナウンスも行う予定） 

2. 神道と神々の言説 

3. 仏教と神仏習合 

4. 仏教の世界観―仏の世界と六道― 

5. 釈迦の物語 

6. 山岳信仰 

7. 陰陽道 

8. 観音信仰 

9. 御霊信仰 

10. さまざまな異界 

11. 病 

12. 死 

13. 性と聖 

14. まとめ 

 

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

近くの美術館や博物館を訪れ、少しでも多くの文化財や資料を目にする機会を持ってほしい。また、身近なところにある寺社にも

訪れ、その歴史や背景を知ってほしい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(50%)/リアクションペーパーの内容(30%)/中間レポート(20%) 

なお、70％以上の出席をしていない場合は、成績評価の対象としない。 

 

テキスト（Textbooks） 

毎回レジュメを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

授業時に適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

本授業では、毎回さまざまな資料を取り上げるが、病や死を描いた絵画資料（『六道絵』『地獄草紙』『病草紙』『九相図』など）や、

性愛を描いた絵画資料（『小柴垣草紙』『袋法師絵巻』『稚児之草子』など）も、日本の宗教における表象文化の一端として扱う予

定である。 

 

注意事項（Notice） 
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■FA503 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

日本文化と精神性 

(Japanese Culture and its Spirit) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
本居宣長の世界観・人間観 

担当者名 

（Instructor） 
大久保 紀子(OOKUBO NORIKO) 

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） 
CMP2100 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

江戸時代に成立した国学は、外来の文化である仏教および儒学を批判する立場から、『万葉集』や『古事記』などの日本の古典

を研究することによって日本古来の人の在り方や社会の成り立ちを明らかにしようとした。本講義では、日本の文化と精神性の特

質をよく示していると考えられる思想の一例として、代表的な国学者である本居宣長の思想をとりあげる。宣長の世界観・人間観

を理解し、その特質について考えることを通して、日本の文化や精神性について考察する場合に必要な基本的な視座を獲得する

ことを目的とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

本居宣長の世界観・人間観を、日本朱子学および日本朱子学の概念と構造によって神道をとらえ直した垂加神道の世界観・人

間観と比較することによって明らかにし、その特質について考える。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス（授業受ける際の留意点、評価の基準などについての説明） 

序 １国学および本居宣長についての基礎的な知識 

2. 序 ２神道について 

3. 一 日本朱子学ないしは垂加神道の概要 

  １日本朱子学の世界観 （１）気 （２）理 その１ 

4.                   （３）理 その２ 

5.   ２日本朱子学の人間観 （１）性と情 （２）居敬 

6.                   （３）格物窮理 

  ３垂加神道における神 

7. 二 本居宣長の世界観、人間観の概要 

  １本居宣長の日本朱子学ないしは垂加神道に対する批判 （１）理に対する批判 （２）神は実物 

8.   ２本居宣長の世界観の概要 （１）神の絶対化 （２）人の領域と神の領域 （３）神の御所為  

9.   ３本居宣長の人間観の概要 （１）受動的存在 （２）人の在り方 

10. 三 本居宣長の世界観 

  １あやしき世界   ２世界は死物  ３神のはたらき 

11. 四 本居宣長の人間観 

  １死物である人がうごくことの不思議  （１）即物的な人間観  （２）「あやし」き心 

12.   ２人としての最高の価値  （１）真心  （２）うごく心 

13.   ３真心の再形成   

14. 結語 われしらずうごく心 

 

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

遅刻は認めない。 

初回に受講心得、評価基準などについて説明するので受講希望者は必ず出席すること。 

授業内容は、前回の授業内容を理解していることを前提として構成され、展開されるので、次の三点を了解した上で履修登録す

ること。 

１欠席は極力避けること。 

２授業中は、集中して講義内容を理解するように努めること。宣長の世界観、人間観を理解しようと努め、彼の世界観、人間観が

もつ意味について自分自身で考えることなくしてはレポート作成は困難と思われるためである。 

３理解できない部分については必ず質問すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(86%)/出席兼質問票の内容(14%) 

 

テキスト（Textbooks） 

テキストは使用しない。資料を配布する。 
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参考文献（Readings） 

授業中に、随時、提示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FA504 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

日本文化と精神性 

(Japanese Culture and its Spirit) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
近代日本の思想文化 

担当者名 

（Instructor） 
佐々木 一也(SASAKI KAZUYA) 

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） 
CMP2100 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

近代日本のハイブリッドな精神文化の特質を理解する。日本における近代化成功の秘密を思想文化の面から理解する。近代化

における日本の独自性を自覚する。現代思想につながる「近代の超克」問題の本質がわかる。日本文化の思想性の将来的可能

性を積極的に考えることができる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

近代日本における西洋思想と伝統思想の葛藤を確認し，「主体性や自己責任を必ずしも重んじない民主主義」という，民主主義

発祥の西欧と異なる生活スタイルが，どうしてどのように築かれてきたのか追求する。そのために明治，大正，昭和前期の思想

家や思想潮流の特色を見ながら，現代の私たちの日常生活を主導する考え方と比較する考察を行う。自分たちの今の考え方の

源流を顧みてそれを自覚したい。そして，グローバル化が進む人類世界の中で，私たちが担うことができる役割を見つけたい。現

代の生活から具体例を取り上げて，適宜参加者の意見を求める。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 思想文化に起因する日常生活の混乱：近代社会市民と伝統的世間人 

2. 和魂洋才の功罪：幕末から明治期の思想家たち－私たちのハイブリッド性 

3. 西洋哲学導入の必然性：西周による翻訳 

  第１回中間レポート課題提示 

4. 外国人教師の影響：フェノロサとケーベル 

5. 日本人哲学教授の登場：井上哲次郎と儒教思想 

6. 日本初の体系的哲学思想の建設：西田幾多郎と絶対無 

7. 近代日本の国家目標と思想文化：西田哲学と京都学派－戦争の時局と哲学 

8. 敗戦と懺悔道としての哲学：田辺元と京都学派の変貌 

  第２回中間レポート課題提示 

9. 日本の科学的合理主義：蘭学での学びと近代化への道 

10. 日本の唯物論哲学：唯物論が根付きにくい理由 

11. ドイツ哲学との対決と日本倫理の主張：和辻哲郎『風土』と「人間」概念 

12. 世間の倫理の体系化：和辻哲郎『倫理学』 

13. 日本近代哲学の傾向とグローバル化の現状：日本哲学の課題 

14. 国際世界における日本思想文化の役割：まとめ 

 

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

次回の授業のプリントはあらかじめ Blackboardにアップするので、事前にダウンロードして必ず読んで予習してくること。頻繁に

出席者に当てて質問する。予習したプリントを教室に必ず持参すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(50%)/第１回中間レポート(10%)/第２回中間レポート(20%)/リアクションペーパー(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

プリントをダウンロードできるようにする。 

 

参考文献（Readings） 

授業で指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

自分の生活環境に潜む思想文化を自覚的に掘り出し，その内容を考えようとする姿勢で参加してほしい。 

 

注意事項（Notice） 
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■FA505 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 
Japanese Ethnology 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Interpretation of Culture at the Edge 

担当者名 

（Instructor） 
前嵩西 一馬(MAETAKENISHI KAZUMA) 

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） 
CMP2131 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 

・F科目（外国語による日本研究科目） 

・他に特別外国人学生が履修 

・この授業は英語で実施する 

・履修者は TOEIC®550 点相当以上の英語力を有することが望ましい 

 

授業の目標（Course Objectives） 

The aim of this lecture, which is basically directed at Japanese undergraduates, is to learn English communication skills as well 

as the essence of critical thinking about culture through expressions, customs, and socio-historical contexts behind them both 

in Japan and in the English speaking world. 

 

授業の内容（Course Contents） 

The anthropological approach to the study of culture and English communication. Colloquial practices and Case studies from a 

variety of ethnographic materials (e.g. articles, journals, talk shows, and greetings) are used in exploring the universality of 

cultural expressions and social customs both in Japan and in other societies. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction 

2. What is Ethnography? 

3. What is “Other” Culture? 

4. Who is “Minority”? 

5. Reading Ethnographies 1 

6. Reading Ethnographies 2 

7. Reading Ethnographies 3 

8. Theory and Practice of Ethnography 

9. Guest Talk 

10. Examining Modern Ethnographies 1 

11. Examining Modern Ethnographies 2 

12. Examining Modern Ethnographies 3 

13. What is “Culture”? 

14. Who are “Japanese”? 

 

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

Students are expected to have read all assigned readings before class. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(40%)/授業態度／リアクションペーパー(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

None 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FA506 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 
World History 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
History of the Western Countries in the Modern period 

担当者名 

（Instructor） 
大橋 里見(OHASHI SATOMI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMP2101 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 

・2012 年度以降 1 年次入学者対象科目 

・他にグローバル・リベラルアーツ・プログラム 所属学生/特別外国人学生が履修 

・この授業は、英語圏での大学の授業を想定し、全て英語で行う 

・以下の英語力を有していることが履修の目安になる 

英検準 1 級, IELTS 5.5, TOEFL®iBT 72, TOEIC®785 

・定員 15 名 週 2 回開講 

 

授業の目標（Course Objectives） 

Learning from histories is one of the useful ways to know the different issues, people, and environments around us. However, 

histories are neither a static and straightforward bunch of the records of the past nor the repository of the knowledge of the 

origins of things. Histories are organic, written, revised, and continuously re-written because there were/are different reasons 

and aims to tell the (hi)stories.  

Students will focus mainly on (1) how and when the ‘history’ and the way to study it, which are now familiar to us, developed, 

and (2) the different types in histories, the backgrounds of those histories, and the purposes of writing and revising histories. 

By understanding those elements in history, we will think why histories and historical understanding matters in our lives today, 

and students will come to be able to make good use of history to understand the world today. 

 

授業の内容（Course Contents） 

Although the history existed already in the ancient time, the concept and format of history familiar to us today was ‘invented’ 

and developed during the modern period in Europe. From the 19th century onwards, in particular, different ‘types’ of history 

such as ‘national (or official) history’, ‘social history’ etc. emerged and in most of the places in the world affected by the way of 

writing and studying histories established in European phenomena. By studying some types of histories written and considered 

from the 18th to 20th centuries in the western countries, we will try to understand the backgrounds of those various ways of 

writing history. And, while studying the central theme, we will try to identify the features of modern society and the world in the 

history of human beings.  

Students are required to carry out the investigations into history during the course and prepare for the presentations. Also, 

students must hand in one mid-term essay and the final report during and at the end of the course. 

The course will invite one (or two) guest speaker to broaden our knowledge in historical understanding. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Course guidance 

2. Introduction to the history 

3. What is history? 1 

4. What is history? 2 

5. A beginning of writing histories 1 

6. A beginning of writing histories 2 

7. History, or the representation of the past 1: the 18th century 

8. History, or the representation of the past 2: the 19th century 

9. History or the representation of the past 3: the 19th century 

10. Students presentation on the national hisotry 1 

11. Students presentation on the national hisotry 2 

12. Students presentation on the national history 3 

13. A new trend in history 1: history and people 

(Deadline of the essay1) 

14. A new trend in history 2: history and numbers 

15. A new trend in history 3: time and perspectives  

16. A new trend in history 4: world-system and history 

17. Guest speaker session 1 

18. Re-thinking of modern society: revision of the history 1 

19. Re-thinking of modern society: revision of the history 2 

20. Re-thinking of modern society: revision of the history 3 

21. Re-thinking of modern society: revision of the history 4 
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22. Guest speaker session 2 

23. New documents and history 1 

24. New documents and history 2 

25. Conclusions 

26. Students presentation 1 

27. Students presentation 2 

28. Students presentation 3 

 

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

Students are required to read the reading materials suggested at the first session of the course, as well as the handouts before 

and after each class to understand the contents of the course.  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(30%)/mid-term essay(20%)/presentations (2×20)(40%)/participation in the class(10%) 

 

テキスト（Textbooks） 

None 

 

参考文献（Readings） 

Students will receive the information about essential books and useful references at the first session of the course. Others will 

be suggested during the course. 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

The course will be scheduled twice a week.  

Classes are held in both lecture and seminar styles.  

The number of the sessions for the students' presentation will change according to the number of the students registered. 

Students are expected to carry out the works required to do, showing positive reactions and engagement to the themes of the 

course. 

 

注意事項（Notice） 
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■FA801 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

仏教の世界                       新座 

(World of Buddhism) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
仏教の世界観を学ぶ/グローバル化時代だからこそ学びたい東洋の思想 

担当者名 

（Instructor） 
安原 眞琴(YASUHARA MAKOTO) 

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） 

2011 年度以前 1 年次入学者対象科目 

立教科目・宗教 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「日本人は無宗教」とよく言われるが、それに対してきちんと答えられるようになる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

グローバル時代のいま、何かと注目され始めている仏教。たとえば、海外でも「禅」に人気があったり、日本の若者には「パワース

ポット」のプチブームが起こったりしています。実はとっても身近な存在なのですが、私たちは気付いていないのです。そんな仏教

を、根本的な考え方から宗派まで、多角的に分かりやすく学習します。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 日本人は無宗教なのか。 

2. 仏教は宗教なのか。 

3. 聞いたことがあるぞ。地獄と天国。 

4. 絵解きで仏教早わかり。ビデオ鑑賞。 

5. 絵解きの復習と解説。 

6. 身近な仏教に気付こう。 

7. 最も身近な仏。お釈迦さま。 

8. 聞いたことがあるぞ。北枕。ビデオ鑑賞。 

9. いろいろな仏。仏像もいろいろ。 

10. 仏教の宇宙観。地球外生命体？ 

11. 仏教の宇宙観。宇宙物理学と仏教？ 

12. 仏教伝来。 

13. 宗派の登場。 

14. 雨ニモ負ケズ 

 

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

事前学習：毎回配布プリントについて事前に調査してくる。 

事後学習：毎回リアクションペーパーで一次的な復習をする。 

宿題：課題レポートの作成時に参考文献を読んで理解を深める。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/課題レポート(20%)/リアクションペーパー(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 白川成昭・宮次男、1980、『地獄』、風濤社 (ISBN-13: 978-4892190957) 

適宜指示する 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

http://www.makotooffice.net 

 

注意事項（Notice） 
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■FA802 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

日本の宗教                       新座 

(Japanese Religions) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
人物から見る日本の宗教 

担当者名 

（Instructor） 
出口 久徳(DEGUCHI HISANORI) 

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） 

2011 年度以前 1 年次入学者対象科目 

立教科目・宗教 

 

授業の目標（Course Objectives） 

日本の宗教において、近代以前の著名な人物の物語・伝記類を取り上げることを通じて、日本の宗教について考える。 

 

授業の内容（Course Contents） 

日本の宗教における著名な人物の物語・伝記等を取り上げる。『今昔物語集』などの説話集、伝記、絵巻などのテキストを読むこ

とを通じて、日本の宗教のあり方を考える。また、キリシタン文学を取り上げて、日本の宗教を考える際の視野を広げておきたい。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 日本の宗教の人物史 

2. 聖徳太子① 

3. 聖徳太子② 

4. 聖徳太子③ 

5. 空海① 

6. 空海② 

7. 鑑真 

8. 源信（往生要集） 

9. 法然① 

10. 法然② 

11. 一遍 

12. キリシタン文学① 

13. キリシタン文学② 

14. まとめ 日本の宗教 

 

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

『今昔物語集』等を読んでおく。美術館・博物館などに足を運ぶ。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/中間レポート(10%)/出欠兼コメントペーパーの内容(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

プリントを使用する。 

 

参考文献（Readings） 

授業の中で随時紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

特になし。 

 

注意事項（Notice） 
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■FA803 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

イスラームの世界                    新座 

(World of Islam) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
イスラームの基礎知識とムスリム社会 

担当者名 

（Instructor） 
小野 仁美(ONO HITOMI) 

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） 

2011 年度以前 1 年次入学者対象科目 

立教科目・宗教 

 

授業の目標（Course Objectives） 

この授業では、世界に広がるイスラーム教徒が共有するイスラームの基本的な価値観をまず学び、その上で、ムスリム社会の抱

える問題や、多彩な魅力を知ることを目指す。 

 

授業の内容（Course Contents） 

イスラームについての知識習得と理解は、現代世界に生きる私たちにとって必須の事項であると考える。授業では、イスラームの

基礎知識を解説しつつ、イスラーム教徒の社会生活のあり方を、さまざまな角度から紹介したい。パワーポイントを使用した講義

形式で、映像資料や現物資料なども適宜活用する。授業の順序や内容は、進捗状況に応じて若干の変更の可能性がある。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業のねらいと進め方：イスラーム世界概説 

2. ハラール・ビジネスと日本 

3. イスラームともてなしの文化 

4. イスラームの儀礼行為：礼拝、断食、巡礼 

5. ユダヤ教、キリスト教、イスラーム 

6. 映画で学ぶイスラームの世界（１） 

7. パレスチナ問題とイスラームの世界 

8. 映画で学ぶイスラームの世界（２） 

9. 「アラブの春」とイスラーム主義 

10. 聖典クルアーンとムスリム社会 

11. 預言者ムハンマドの言行録（ハディース）とムスリム社会 

12. シーア派とスンナ派 

13. イスラームの美術 

14. イスラームの建築 

 

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

予習として、授業で紹介する次週のテーマに関する参考文献を読むこと。 

復習としては、もう一度参考文献を読み、理解を深めること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(50%)/コメントペーパー、授業参加態度、質問等(50%) 

授業中のスマホ使用、私語、周囲に迷惑となる行為等は減点の対象となる。 

 

テキスト（Textbooks） 

毎回レジュメを配布する。テキストはとくに指定しない。 

 

参考文献（Readings） 

1. 酒井啓子、2014、『酒井啓子『中東から世界が見える:イラク戦争から「アラブの春」へ』、岩波書店 (ISBN:978-4-005-007677) 

2. 佐藤次高、2009、『イスラーム 知の営み』、山川出版社 (ISBN:978-4-634-47461-1) 

その他の参考文献は、各回の授業時に紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FA804 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

「宗教」とは何か                    新座 

(What is  religion ?) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
宗教学入門 

担当者名 

（Instructor） 
江川 純一(EGAWA JUNICHI) 

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） 

2011 年度以前 1 年次入学者対象科目 

立教科目・宗教 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「宗教」という概念＝用語の多角的な検討や系譜学的な考察により、「宗教」という言葉に敏感になることを目指す。 

 

授業の内容（Course Contents） 

本授業は、個別の宗教についての解説ではなく、「宗教」概念についての考察である。 

具体的には、19 世紀後半以降の科学的宗教研究（宗教学）の流れを紹介しながら、「宗教」と学問的に向き合うとはどういうこと

かについて論じる。 

「信じる」でも「遠ざける」でもなく、「《宗教》について知る」という立場について考察したい。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. はじめに 日本は本当に「無宗教」なのか？ 

2. 「宗教」概念をめぐる諸問題（1） ビリーフとプラクティス 

3. 「宗教」概念をめぐる諸問題（2） 「民俗宗教」 

4. 「宗教」はどのように研究されてきたか（1） 問題の所在 

5. 「宗教」はどのように研究されてきたか（2） 霊魂論 

6. 「宗教」はどのように研究されてきたか（3） 最高存在論 

7. 神観念の諸相 

8. 「原始宗教」「未開宗教」論 

9. マギア（呪術、魔術、魔法）論 

10. 神話をいかに解釈するか（1） 19 世紀の神話学 

11. 神話をいかに解釈するか（2） 20 世紀の神話学 

12. 儀礼の検討（1） 理論編 

13. 儀礼の検討（２） 事例編 

14. 贈与が持つ意味 

 

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

配布プリントを必ず復習すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/中間レポート（2 回）(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

毎回プリントを配布する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

文献リスト http://d.hatena.ne.jp/pettazzoniano/20141226/1419569886 

 

注意事項（Notice） 
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■FA805 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

人権思想の根源                     新座 

(Root of Human Rights) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 

「マーケットは人権に先立つ」のか？～ジェンダー・セクシュアリティ平等の視点から〈教

育〉と〈社会〉の「あたりまえ」をといなおす～ 

担当者名 

（Instructor） 
堀川 修平(HORIKAWA SHUHEI) 

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） 

2011 年度以前 1 年次入学者対象科目 

立教科目・人権 

 

授業の目標（Course Objectives） 

この授業では、人権について、とりわけ「性と人権」についての基本的な知識を身につけてもらうことを前提として、皆さんが自分

自身を縛るジェンダー・セクシュアリティ問題に気づき、課題意識をもって現代社会の諸問題に向き合えるようになることを目標と

します。 

 

授業の内容（Course Contents） 

皆さんは、性に関わる「差別」など自分には関係のないもので、差別やジェンダー・セクシュアリティについて考える必要などない

と考えていないでしょうか？現代社会におけるジェンダー・セクシュアリティ問題は「不可視化」されている点にあり、これまで経験

してきたであろう学校教育、社会教育、家庭教育などのさまざまな〈教育〉の場や日常生活のなかに存在しているのです。そして、

それらの問題を「学び」ながら私たちは育ってきています。この授業では、自分自身を縛るジェンダー・セクシュアリティ問題にまず

気づき、その上で課題意識をもって〈社会〉の諸問題に向き合えるようになることを目標とします。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション：「性は人権」？？～「性の権利宣言」って知ってますか？～ 

2. 性のジョーシキを打ち破ろう！ （１）ジェンダー／セクシュアリティってなに？ 

3. 性のジョーシキを打ち破ろう！ （２）規範としての「らしさ」と「本能」 

4. 〈教育〉の「あたりまえ」を問う （１）キョーイクってなに？ 

5. 〈教育〉の「あたりまえ」を問う （２）学校教育の「歪み」とこぼれおちる人権 

6. 〈教育〉の「あたりまえ」を問う （３）包括的性教育の重要さ 

7. 成人教育とジェンダー・セクシュアリティ （１）成人はどこでなにを「学ぶ」のか？ 

8. 成人教育とジェンダー・セクシュアリティ （２）「人権侵害はいけません」は、いけません？ 

9. 成人教育とジェンダー・セクシュアリティ （３）〈社会〉はどう変える？ 

10. 〈社会〉でなにを学ぶ？ （１）「炎上」と「人権」 

11. 〈社会〉でなにを学ぶ？ （２）「マーケットが人権を作る」のか？ 

12. 「まなざし」を問う （１）「ヘン」でなにが悪い？～日本社会の「空気」の重さ～ 

13. 「まなざし」を問う （２）それでも「フツー」がお好きですか？ 

14. 「みえない」から「みえる」へ：あらためて「あたりまえ」をといなおす 

 

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

受講にあたって準備は必要ありませんが、授業中に提示する学習課題および授業内容について、ノートづくりが必要です。また、

授業で配布しますレジュメや資料は「膨大」になりますので、各自ファイリングをするようにしましょう。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(60%)/中間レポート(30%)/授業内で書いてもらうコメントや感想内容(10%) 

期末試験（60％）、中間レポート（30％）、これに授業内でのコメントや感想内容（10％）を加えて総合的に評価します。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 橋本紀子ら、2017、『ハタチまでに知っておきたい性のこと (大学生の学びをつくる)第 2 版』、大月書店 (ISBN:427241237X) 

2. 伊田広行、2015、『デート DV・ストーカー対策のネクストステージ：被害者支援／加害者対応のコツとポイント』、解放出版社 

3. 笹川あゆみら、2017、『ジェンダーとわたし：〈違和感〉から社会を読み解く』、北樹出版 

4. 好井裕明、2007、『差別原論――〈わたし〉のなかの権力とつきあう』、平凡社 

授業内でレジュメ・資料も配布します。併せて学習に役立ててください。 

 

参考文献（Readings） 

1. ベル・フックス、2003、『フェミニズムはみんなのもの』、新水社 

2. 浅井春夫ら、2003、『ジェンダーフリー・性教育バッシング ここが知りたい 50 の Q&A』、大月書店 

3. 高橋哲哉、2012、『犠牲のシステム 福島・沖縄』、集英社 

4. 河口和也、2003、『クィア・スタディーズ』、岩波書店 
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5. パウロ・フレイレ、2011、『被抑圧者の教育学―新訳』、亜紀書房 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

この授業では「ジェンダー・セクシュアリティ平等の視点」を“社会におけるすべての人の〈性〉に関する抑圧の解放を目指すため

に、性の多様性を認め、性の差別や偏見から自由になること”と定義して、現代社会における「差別」問題について考えていきま

す。その際、皆さんに「自分ごと」としてこれらの問題を捉えてもらいたいと思いますので、積極的にグループワークや個人ワーク

を方法として用います。他の受講生の学習権の侵害がないように積極的に参加していただきたいと思います。 

 

注意事項（Notice） 
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■FA806 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

手話と人権を考える                   新座 

(Sign languages and human rights) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
ろう者学・手話学入門 

担当者名 

（Instructor） 
佐伯 敦也(SAIKI ATSUYA) 

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） 

2011 年度以前 1 年次入学者対象科目 

立教科目・人権 

 

授業の目標（Course Objectives） 

ろう者、手話について知り、経験することを通して、共生社会を考えるための新たな視点を獲得する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

ろう者を言語・文化的少数者として、手話を自然言語として捉え、その仕組み、構造を具体的にみていく。またろう者・手話と社会

の関わりについて、教育、法、人権などの側面から扱う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション：ろう者とはどのような人々なのか、手話とはどのような言語なのかについて概観する。 

2. 手話の成立：手話はいつごろ、どのようにして成立したのか海外の例も参考にしつつ学ぶ。 

3. 言語の普遍性と手話：手話言語と音声言語の共通点、相違点について学ぶ。 

4. 手話の文法１：手話とはどのような言語なのか、手話を構成する部位について学ぶ。 

5. 手話の文法２：手話の文法にはどのような特徴があるのかを学ぶ。 

6. ろう文化：デフウェイ、ろう文化とよばれる事象について学ぶ。 

7. ろうコミュニティ：ろう者および関連する人々のネットワークについて学ぶ。 

8. ろう者の芸術：いわゆるデフアートについてその成立過程、取組みの内容、日本とアメリカの違いについて学ぶ。 

9. ろう者のエンターテインメント：ろう者によるエンターテインメントやパフォーマンスの実践に触れる。 

10. ろう者の歴史：ろう者と彼らを取り巻く社会の変容について学ぶ。 

11. ろう教育：ろう児に対する教育について学ぶ。 

12. 法と人権：ろう者、手話に関わる法体制のあり方、人権について学ぶ。 

13. 言語的少数者：音声言語の言語的マイノリティとろう者の共通する特徴、相違点について学ぶ。 

14. まとめ、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、本または論文のレビューレポートを課す。授業の予習を兼ねる内容になる。準備した上で授業に臨むことが求められる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席、コメントカードなど授業への参加(30%)/レポート(40%)/最終テスト(Final Test)(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 現代思想編集部、2000、『ろう文化』、青土社 (ISBN:479175803X) 

2. パッデン、ハンフリーズ、2016、『新版「ろう文化」案内』、明石書店 (ISBN:9784750343365) 

3. 木村晴美、2007、『日本手話とろう文化』、生活書院 (ISBN:4903690075) 

4. 岡典栄、赤堀仁美、2011、『日本手話のしくみ』、大修館書店 (ISBN:4469222151) 

5. 米川明彦、2002、『手話ということば』、PHP研究所 (ISBN:4569619657) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

毎回、本または論文のレビューを課す。これとは別に課外でのフィールドワークを含めた数本のレポート、発表を課す。 

欠席せざるを得ない場合、必ず事前に連絡すること。 

 

注意事項（Notice） 
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■FA807 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

点字から考える人権                   新座 

(Braille as a Gateway to Human Rights) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
言語と人権 

担当者名 

（Instructor） 
堀越 喜晴(HORIKOSHI YOSHIHARU) 

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） 

2011 年度以前 1 年次入学者対象科目 

立教科目・人権 定員 30 名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

点字を新たな「自分の文字」として習得するとともに、それを使用している人々（特に重度の視覚障害者）の生活実感を身近なも

のにする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

点字は、人類共有の文字である。けして視覚障害者だけが「文字の代わりに」使用する記号ではない。しかし、残念なことに、これ

は現在一般的な共通認識となっているとは言えない。この事実が、今日点字の主たる使用者である視覚障害者が置かれている

人権をめぐる状況を如実に物語っている。この授業では、点字を新たな「自分の文字」として習得するとともに、文字と人権、そし

て更に広く「人権とは何か」について深く考えたい。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. イントロダクション－視覚障害者の生活 

3. 点字小史 

4. 点字の成り立ち－ブライユの７行表と日本語点字 

5. 講義と実践１．視覚障害者と読書 

6. 講義と実践２．人権保障と文字情報保障 

7. 講義と実践３．さまざまな点字 

8. 講義と実践４．町の中の点字あれこれ 

9. 講義と実践５．点字以外の触覚情報 

10. 講義と実践６．IT時代の視覚障害者 

11. 点字のレイアウト 

12. 国連の「障害者の権利条約」および我が国の障害者総合支援法と障害者観の変遷 

13. (視覚）障害者の生き辛さについて 

14. コミュニケーションのバリアフリーとは 

 

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

受講者は日本点字図書館販売の N632 小型点字器(1,150 円）と点字用紙を購入すること（１号館１階 ＭＡＲＵＺＥＮブックセンタ

ーで販売）。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席および授業への積極的参加度(30%)/テスト(40%)/課題の達成度(30%) 

なお，単位修得のためには 75％以上（3/4 以上）の出席と最終授業時に行われるテストを受けることを必要とする。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 『点訳のしおり』、社会福祉法人 日本点字図書館 

 

参考文献（Readings） 

授業内で指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FA901 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

仏教の世界 

(World of Buddhism) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
落語と説教 

担当者名 

（Instructor） 
宮 信明(MIYA NOBUAKI) 

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） 

2011 年度以前 1 年次入学者対象科目 

立教科目・宗教 

 

授業の目標（Course Objectives） 

落語と説教それぞれの基礎知識を身につけるとともに、その関わりについて学習・考察し、仏教が日本の文化・生活のなかにい

かに深く浸透しているのかを再確認する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

落語の源流のひとつは仏教の節談説教だといわれています。落語の祖と称される安楽庵策伝は浄土宗の高僧であり、京都にお

ける落語家の祖・露の五郎兵衛も日蓮宗の僧侶でした。仏教の経典や教義を民衆に教えさとすための説教が、いかにして庶民

の芸能となっていったのか。その娯楽化の過程で、何が消え、何が残ったのか。また、現在演じられている落語から垣間見える仏

教の教えとは。本講義では、以上の点について、文字資料だけでなく多くの映像・録音資料にあたりながら考察を加えていきま

す。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業計画・成績評価について 

2. 落語とは? 

3. 仏教の歴史⑴ 

4. 仏教の歴史⑵ 

5. 説教の歴史⑴ 

6. 説教の方法 

7. 落語の歴史 

8. 落語「寿限無」 

9. 落語「寝床」 

10. レポートについて 

11. 落語「だくだく」 

12. 『真景累ヶ淵』1 

13. 『真景累ヶ淵』2 

14. おわりに 

 

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

予習・復習範囲および課題は授業時に適宜指示します。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/受講態度及びコメントカード兼出席票の記載内容によって評価します。(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特に指定はしません。毎時間プリントを配布します。 

 

参考文献（Readings） 

関山和夫 『説教の歴史―仏教と話芸―』 (岩波書店 1978 年)、関山和夫 『仏教と民間芸能』 (白水社 1982 年)など、仏教と芸

能の関わりを論じた関山和夫の一連の著作は、品切れ・絶版のものも少なくありませんが、一読をお勧めします。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

取り上げる演目については「猿後家」「松山鏡」等に変更する可能性があります。また、より詳細な参考文献・資料については授業

時に適宜指示しますが、質問等ございましたら、遠慮せずにどうぞ。 

 

注意事項（Notice） 
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■FA902 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

日本の宗教 

(Japanese Religions) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
信仰の多様性と表象 

担当者名 

（Instructor） 
吉橋 さやか(YOSHIHASHI SAYAKA) 

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） 

2011 年度以前 1 年次入学者対象科目 

立教科目・宗教 

 

授業の目標（Course Objectives） 

日本における宗教・信仰・思想について、その特徴や多様性を知るとともに、それらがどう表現されてきたのかなど、文化のありよ

うについても理解を深める。 

 

授業の内容（Course Contents） 

 主に古代から近世にかけての神話、説話、寺社縁起、物語などの文献資料や、絵巻・絵画、祭礼、芸能・パフォーマンスなどの

非文字資料を通して、神祇信仰などの基層信仰と仏教などの外来宗教のありようや、その世界観、死生観、身体観、さらには信

仰をめぐる生活や文化の様相に迫る。授業では、下記の１～14のテーマについて、さまざまな資料を適宜示しながら講義してい

く。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス（中間レポートについてのアナウンスも行う予定） 

2. 神道と神々の言説 

3. 仏教と神仏習合 

4. 仏教の世界観―仏の世界と六道― 

5. 釈迦の物語 

6. 山岳信仰 

7. 陰陽道 

8. 観音信仰 

9. 御霊信仰 

10. さまざまな異界 

11. 病 

12. 死 

13. 性と聖 

14. まとめ 

 

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

近くの美術館や博物館を訪れ、少しでも多くの文化財や資料を目にする機会を持ってほしい。また、身近なところにある寺社にも

訪れ、その歴史や背景を知ってほしい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(50%)/リアクションペーパーの内容(30%)/中間レポート(20%) 

なお、70％以上の出席をしていない場合は、成績評価の対象としない。 

 

テキスト（Textbooks） 

毎回レジュメを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

授業時に適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

本授業では、毎回さまざまな資料を取り上げるが、病や死を描いた絵画資料（『六道絵』『地獄草紙』『病草紙』『九相図』など）や、

性愛を描いた絵画資料（『小柴垣草紙』『袋法師絵巻』『稚児之草子』など）も、日本の宗教における表象文化の一端として扱う予

定である。 

 

注意事項（Notice） 
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■FA903 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

イスラームの世界 

(World of Islam) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
哲学・神秘主義・原理主義 

担当者名 

（Instructor） 
青木 健(AOKI TAKESHI) 

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） 

2011 年度以前 1 年次入学者対象科目 

立教科目・宗教 

 

授業の目標（Course Objectives） 

イスラーム思想を東方キリスト教・ゾロアスター教など，西アジアの諸思想との比較の中で理解する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

イスラームの形成と発展に至る歴史的展開を重視する。古代末期に東方キリスト教・ゾロアスター教の文化圏でイスラームが成

立する過程から始まり，ヘレニズムの影響下に哲学・科学を受容して独特のイスラーム文明を発展させるまでを追う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 古代末期の西アジア①～東方キリスト教とビザンティン帝国～ 

2. 古代末期の西アジア②～ゾロアスター教とペルシア帝国～ 

3. 古代末期の西アジア③～偶像崇拝とアラビア砂漠～ 

4. 預言者ムハンマドとイスラームの勃興 

5. イスラームの大征服活動 

6. ヘレニズムの吸収とイスラーム哲学・科学の成立 

7. イスラームの社会秩序～イスラーム法学～ 

8. イスラームの内省～イスラーム神学とイスラーム神秘主義～ 

9. イブン・アラビーの出現と存在一性論 

10. 神秘主義的イスラームの時代 

11. インド・イスラームの特徴 

12. サラフィー主義とイスラーム復興運動 

13. ワッハーブ派とバアス党 

14. イスラーム原理主義へ 

 

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

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)(70%)/出席および授業態度(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 青木健、2008、『ゾロアスター教史』、刀水書房 

2. 青木健、2012、『古代オリエントの宗教』、講談社 

小杉泰『イスラームとは何か』（講談社現代新書 1994 年） 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FA904 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

「宗教」とは何か 

(What is  religion ?) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
宗教学入門 

担当者名 

（Instructor） 
江川 純一(EGAWA JUNICHI) 

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） 

2011 年度以前 1 年次入学者対象科目 

立教科目・宗教 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「宗教」という概念＝用語の多角的な検討や系譜学的な考察により、「宗教」という言葉に敏感になることを目指す。 

 

授業の内容（Course Contents） 

本授業は、個別の宗教についての解説ではなく、「宗教」概念についての考察である。 

具体的には、19 世紀後半以降の科学的宗教研究（宗教学）の流れを紹介しながら、「宗教」と学問的に向き合うとはどういうこと

かについて論じる。 

「信じる」でも「遠ざける」でもなく、「《宗教》について知る」という立場について考察したい。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. はじめに 日本は本当に「無宗教」なのか？ 

2. 「宗教」概念をめぐる諸問題（1） ビリーフとプラクティス 

3. 「宗教」概念をめぐる諸問題（2） 「民俗宗教」 

4. 「宗教」はどのように研究されてきたか（1） 問題の所在 

5. 「宗教」はどのように研究されてきたか（2） 霊魂論 

6. 「宗教」はどのように研究されてきたか（3） 最高存在論 

7. 神観念の諸相 

8. 「原始宗教」「未開宗教」論 

9. マギア（呪術、魔術、魔法）論 

10. 神話をいかに解釈するか（1） 19 世紀の神話学 

11. 神話をいかに解釈するか（2） 20 世紀の神話学 

12. 儀礼の検討（1） 理論編 

13. 儀礼の検討（２） 事例編 

14. 贈与が持つ意味 

 

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

配布プリントを必ず復習すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/中間レポート（2 回）(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

毎回プリントを配布する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

文献リスト http://d.hatena.ne.jp/pettazzoniano/20141226/1419569886 

 

注意事項（Notice） 
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■FA905 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

人権思想の根源 

(Root of Human Rights) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
人権をめぐる諸問題ーー身体から政治までーー 

担当者名 

（Instructor） 
嶽本 新奈(TAKEMOTO NIINA) 

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） 

2011 年度以前 1 年次入学者対象科目 

立教科目・人権 

 

授業の目標（Course Objectives） 

人権思想についての歴史と知識を学び、現代社会における多様な不平等と差別の諸問題について自ら考える力を養う。 

 

授業の内容（Course Contents） 

「人権」は普遍的な概念とされるが、主に白人男性たちによって創案された成立当初は「女性の人権」が除外されていたことはと

ても有名である。本講義では、まず「人権」の歴史的経緯を把握したうえで、現代社会における具体的な諸問題を取り上げ、各問

題と人権思想がどのように交差し、人権思想がいかなる展開をしてきたかを概観する。また本講義を通して、日常生活では見え

にくい（とされる）社会的不平等や差別の問題について鋭敏な感覚と想像力を培う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション：人権概念の歴史 

2. 人権と女性の権利の展開（１） 

3. 人権と女性の権利の展開（２） 

4. リプロダクティブ・ヘルス/ライツと自己決定権（１） 

5. リプロダクティブ・ヘルス/ライツと自己決定権（２） 

6. しょうがいと人権（１） 

7. しょうがいと人権（２） 

8. 社会的マイノリティと人権（１）セクシュアル・「マイノリティ」について 

9. 社会的マイノリティと人権（２）エスニック・「マイノリティ」について 

10. 国家と人権（１）軍事化と人権 

11. 国家と人権（２）戦争と性暴力 

12. グローバリゼーションと人権（１） 

13. グローバリゼーションと人権（２） 

14. 人権思想の可能性 

 

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

必要に応じて授業時に準備学習について提示する。毎回、リアクションペーパーの提出を課す。  

 

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(40%) 

欠席回数が 3 回を超えたものについては履修放棄とみなす｡ 遅刻は 2 回で 1 回の欠席としてカウントする｡ 

 

テキスト（Textbooks） 

授業時にプリントを配布する。また、適宜、参考文献を紹介する。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FA906 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

人権思想の根源 

(Root of Human Rights) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 

「マーケットは人権に先立つ」のか？～ジェンダー・セクシュアリティ平等の視点から〈教

育〉と〈社会〉の「あたりまえ」をといなおす～ 

担当者名 

（Instructor） 
堀川 修平(HORIKAWA SHUHEI) 

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） 

2011 年度以前 1 年次入学者対象科目 

立教科目・人権 

 

授業の目標（Course Objectives） 

この授業では、人権について、とりわけ「性と人権」についての基本的な知識を身につけてもらうことを前提として、皆さんが自分

自身を縛るジェンダー・セクシュアリティ問題に気づき、課題意識をもって現代社会の諸問題に向き合えるようになることを目標と

します。 

 

授業の内容（Course Contents） 

皆さんは、性に関わる「差別」など自分には関係のないもので、差別やジェンダー・セクシュアリティについて考える必要などない

と考えていないでしょうか？現代社会におけるジェンダー・セクシュアリティ問題は「不可視化」されている点にあり、これまで経験

してきたであろう学校教育、社会教育、家庭教育などのさまざまな〈教育〉の場や日常生活のなかに存在しているのです。そして、

それらの問題を「学び」ながら私たちは育ってきています。この授業では、自分自身を縛るジェンダー・セクシュアリティ問題にまず

気づき、その上で課題意識をもって〈社会〉の諸問題に向き合えるようになることを目標とします。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション：「性は人権」？？～「性の権利宣言」って知ってますか？～ 

2. 性のジョーシキを打ち破ろう！ （１）ジェンダー／セクシュアリティってなに？ 

3. 性のジョーシキを打ち破ろう！ （２）規範としての「らしさ」と「本能」 

4. 〈教育〉の「あたりまえ」を問う （１）キョーイクってなに？ 

5. 〈教育〉の「あたりまえ」を問う （２）学校教育の「歪み」とこぼれおちる人権 

6. 〈教育〉の「あたりまえ」を問う （３）包括的性教育の重要さ 

7. 成人教育とジェンダー・セクシュアリティ （１）成人はどこでなにを「学ぶ」のか？ 

8. 成人教育とジェンダー・セクシュアリティ （２）「人権侵害はいけません」は、いけません？ 

9. 成人教育とジェンダー・セクシュアリティ （３）〈社会〉はどう変える？ 

10. 〈社会〉でなにを学ぶ？ （１）「炎上」と「人権」 

11. 〈社会〉でなにを学ぶ？ （２）「マーケットが人権を作る」のか？ 

12. 「まなざし」を問う （１）「ヘン」でなにが悪い？～日本社会の「空気」の重さ～ 

13. 「まなざし」を問う （２）それでも「フツー」がお好きですか？ 

14. 「みえない」から「みえる」へ：あらためて「あたりまえ」をといなおす 

 

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

受講にあたって準備は必要ありませんが、授業中に提示する学習課題および授業内容について、ノートづくりが必要です。また、

授業で配布しますレジュメや資料は「膨大」になりますので、各自ファイリングをするようにしましょう。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(60%)/中間レポート(30%)/授業内で書いてもらうコメントや感想内容(10%) 

期末試験（60％）、中間レポート（30％）、これに授業内でのコメントや感想内容（10％）を加えて総合的に評価します。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 橋本紀子ら、2017、『ハタチまでに知っておきたい性のこと (大学生の学びをつくる)第 2 版』、大月書店 (ISBN:427241237X) 

2. 伊田広行、2015、『デート DV・ストーカー対策のネクストステージ：被害者支援／加害者対応のコツとポイント』、解放出版社 

3. 笹川あゆみら、2017、『ジェンダーとわたし：〈違和感〉から社会を読み解く』、北樹出版 

4. 好井裕明、2007、『差別原論――〈わたし〉のなかの権力とつきあう』、平凡社 

授業内でレジュメ・資料も配布します。併せて学習に役立ててください。 

 

参考文献（Readings） 

1. ベル・フックス、2003、『フェミニズムはみんなのもの』、新水社 

2. 浅井春夫ら、2003、『ジェンダーフリー・性教育バッシング ここが知りたい 50 の Q&A』、大月書店 

3. 高橋哲哉、2012、『犠牲のシステム 福島・沖縄』、集英社 

4. 河口和也、2003、『クィア・スタディーズ』、岩波書店 
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5. パウロ・フレイレ、2011、『被抑圧者の教育学―新訳』、亜紀書房 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

この授業では「ジェンダー・セクシュアリティ平等の視点」を“社会におけるすべての人の〈性〉に関する抑圧の解放を目指すため

に、性の多様性を認め、性の差別や偏見から自由になること”と定義して、現代社会における「差別」問題について考えていきま

す。その際、皆さんに「自分ごと」としてこれらの問題を捉えてもらいたいと思いますので、積極的にグループワークや個人ワーク

を方法として用います。他の受講生の学習権の侵害がないように積極的に参加していただきたいと思います。 

 

注意事項（Notice） 
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■FA907 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

手話と人権を考える 

(Sign languages and human rights) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
ろう者学・手話学入門 

担当者名 

（Instructor） 
佐伯 敦也(SAIKI ATSUYA) 

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） 

2011 年度以前 1 年次入学者対象科目 

立教科目・人権 

 

授業の目標（Course Objectives） 

ろう者、手話について知り、経験することを通して、共生社会を考えるための新たな視点を獲得する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

ろう者を言語・文化的少数者として、手話を自然言語として捉え、その仕組み、構造を具体的にみていく。またろう者・手話と社会

の関わりについて、教育、法、人権などの側面から扱う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション：ろう者とはどのような人々なのか、手話とはどのような言語なのかについて概観する。 

2. 手話の成立：手話はいつごろ、どのようにして成立したのか海外の例も参考にしつつ学ぶ。 

3. 言語の普遍性と手話：手話言語と音声言語の共通点、相違点について学ぶ。 

4. 手話の文法１：手話とはどのような言語なのか、手話を構成する部位について学ぶ。 

5. 手話の文法２：手話の文法にはどのような特徴があるのかを学ぶ。 

6. ろう文化：デフウェイ、ろう文化とよばれる事象について学ぶ。 

7. ろうコミュニティ：ろう者および関連する人々のネットワークについて学ぶ。 

8. ろう者の芸術：いわゆるデフアートについてその成立過程、取組みの内容、日本とアメリカの違いについて学ぶ。 

9. ろう者のエンターテインメント：ろう者によるエンターテインメントやパフォーマンスの実践に触れる。 

10. ろう者の歴史：ろう者と彼らを取り巻く社会の変容について学ぶ。 

11. ろう教育：ろう児に対する教育について学ぶ。 

12. 法と人権：ろう者、手話に関わる法体制のあり方、人権について学ぶ。 

13. 言語的少数者：音声言語の言語的マイノリティとろう者の共通する特徴、相違点について学ぶ。 

14. まとめ、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、本または論文のレビューレポートを課す。授業の予習を兼ねる内容になる。準備した上で授業に臨むことが求められる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席、コメントカードなど授業への参加(30%)/レポート(40%)/最終テスト(Final Test)(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 現代思想編集部、2000、『ろう文化』、青土社 (ISBN:479175803X) 

2. パッデン、ハンフリーズ、2016、『新版「ろう文化」案内』、明石書店 (ISBN:9784750343365) 

3. 木村晴美、2007、『日本手話とろう文化』、生活書院 (ISBN:4903690075) 

4. 岡典栄、赤堀仁美、2011、『日本手話のしくみ』、大修館書店 (ISBN:4469222151) 

5. 米川明彦、2002、『手話ということば』、PHP研究所 (ISBN:4569619657) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

毎回、本または論文のレビューを課す。これとは別に課外でのフィールドワークを含めた数本のレポート、発表を課す。 

欠席せざるを得ない場合、必ず事前に連絡すること。 

 

注意事項（Notice） 
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■FA908 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

点字から考える人権 

(Braille as a Gateway to Human Rights) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
言語と人権 

担当者名 

（Instructor） 
堀越 喜晴(HORIKOSHI YOSHIHARU) 

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） 

2011 年度以前 1 年次入学者対象科目 

立教科目・人権 定員 30 名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

点字を新たな「自分の文字」として習得するとともに、それを使用している人々（特に重度の視覚障害者）の生活実感を身近なも

のにする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

点字は、人類共有の文字である。けして視覚障害者だけが「文字の代わりに」使用する記号ではない。しかし、残念なことに、これ

は現在一般的な共通認識となっているとは言えない。この事実が、今日点字の主たる使用者である視覚障害者が置かれている

人権をめぐる状況を如実に物語っている。この授業では、点字を新たな「自分の文字」として習得するとともに、文字と人権、そし

て更に広く「人権とは何か」について深く考えたい。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. イントロダクション－視覚障害者の生活 

3. 点字小史 

4. 点字の成り立ち－ブライユの７行表と日本語点字 

5. 講義と実践１．視覚障害者と読書 

6. 講義と実践２．人権保障と文字情報保障 

7. 講義と実践３．さまざまな点字 

8. 講義と実践４．町の中の点字あれこれ 

9. 講義と実践５．点字以外の触覚情報 

10. 講義と実践６．IT時代の視覚障害者 

11. 点字のレイアウト 

12. 国連の「障害者の権利条約」および我が国の障害者総合支援法と障害者観の変遷 

13. (視覚）障害者の生き辛さについて 

14. コミュニケーションのバリアフリーとは 

 

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

受講者は日本点字図書館販売の N632 小型点字器(1,150 円）と点字用紙を購入すること（セントポールプラザ２階で販売）。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席および授業への積極的参加度(30%)/テスト(40%)/課題の達成度(30%) 

なお，単位修得のためには 75％以上（3/4 以上）の出席と最終授業時に行われるテストを受けることを必要とする。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 『点訳のしおり』、社会福祉法人 日本点字図書館 

 

参考文献（Readings） 

授業内で指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FB001 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

入門・経済教室                     新座 

(Introduction to Economics) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
市場の役割と限界を理解し、経済の諸問題を読み解く 

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） 
CMP2200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

市場の役割と限界を理解し、経済の諸問題を読み解く。 

 

授業の内容（Course Contents） 

市場という概念を用いて、経済学および経済の基本的な考え方を理解する。 

経済学の基礎的概念である市場の役割と限界を中心に、経済学および経済の基本的な考え方について講義を行う。さらに、そ

の「市場の役割と限界」という視点から、現実に生じている経済の諸課題として「所得分配と貧困」、「グローバリゼーション」という

2 つのテーマについて考察し、学生の理解を深めたい。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 市場経済とは何か 

3. 市場の役割 

4. 市場の限界と国家の役割① 

5. 市場の限界と国家の役割② 

6. 市場経済と経済学の歴史① 

7. 市場経済と経済学の歴史② 

8. 所得分配と貧困① 

9. 所得分配と貧困② 

10. 所得分配と貧困③ 

11. グローバリゼーションの進展と諸課題① 

12. グローバリゼーションの進展と諸課題② 

13. グローバリゼーションの進展と諸課題③ 

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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■FB002 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

景気・格差問題と統計情報                新座 

(Business Indices, Disparities and Statisticsconomy) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
景気・格差問題についての実態を実際の統計情報を通じて理解する 

担当者名 

（Instructor） 
濱本 真一(HAMAMOTO SHINICHI) 

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） 
CMP2200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「景気」や「格差」といった言葉は日常でも多く用いられ、社会問題として注目されることが多い。しかしながら「景気」や「格差」が

示す内容は多岐にわたり、実態としてこれらをとらえるのは容易ではない。本講義では、統計情報を利用してこれらの問題につい

ての理解を深め、社会が抱える問題を論じるための視点を得ることを目的とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

現代日本の社会問題を集約する「景気」や「格差社会」問題について，統計情報を利用してその現状を理解することを学ぶ。 

授業は概ね講義形式で行うほか、いくつかの論点について議論をする時間も設ける。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス（景気とは 格差社会とは） 

2. 公的統計データへのアクセス 

3. 景気循環と経済統計 

4. 各種統計を利用した景気分析 

5. 景気動向指数と消費者統計 

6. 日本の人口動向と格差社会 

7. 労働統計に見る格差 

8. 賃金統計に見る格差 

9. 所得と資産に関する格差 

10. 国民生活統計からみる格差 

11. 格差研究の最前線：理論と方法 

12. 格差研究の最前線：格差と多様性 

13. 格差の国際比較 

14. まとめ 

 

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

授業後，毎回配布するレジュメを再読し，不明な点がないか確認すること。インターネットの利用や図表の作成についての解説が

あった場合には，実際に同様の作業が出来るかも確認するようにすること。予復習にかける時間は 1 回の授業辺り 150 分が目

安である。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(100%) 

期末試験は資料持ち込み可。平常点はないが理解を深めるための積極的な議論への参加を期待する。 

 

テキスト（Textbooks） 

特に指定せず，毎回レジュメを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 梅田雅信・宇都宮浄人、2009（第 3 版）、『経済統計の活用と論点』、東洋経済新聞社 

2. 松井博、2008、『公的統計の体系と見方』、日本評論社 

3. 橋本健二、2010、『「格差」の戦後史――階級社会日本の履歴書』、河合書房 

4. 嶋中雄二 et al.編、2009、『先読み！景気循環理論』、日本経済新聞出版社 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

その他に参考文献がある場合には講義内において適宜紹介する。 

e-stat「政府統計の総合窓口」を随時使うので，事前によくみておくこと。 

 

注意事項（Notice） 
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■FB003 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

法と社会                        新座 

(Law and Society) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
法的視点の意義を学ぶ 

担当者名 

（Instructor） 
宮澤 弘(MIYAZAWA HIROSHI) 

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） 
CMP2200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

2016 年度以降 1 年次入学者対象科目 

法学部所属学生随意科目（卒業要件単位に含むことはできない） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

法学の基礎的な知識の獲得と法学的視点が持つ意義について理解します。 

 

授業の内容（Course Contents） 

   本講義では、法学の基礎的な知識を解説するとともに、法的な視点から個人そして社会を理解することの意味を説明していき

ます。 

   授業では、まず最初に入門的な文献を取り上げて基礎的な知識の獲得を目指し，その後にいくらか専門的な文献を読み進め

ていきます。授業で使用する講義用レジュメおよび文献資料は配布します。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. この講義について（授業の進め方、成績評価の方法、参考文献の紹介、事前学習の指示等） 

2. 法学ことはじめ（法学とはどのような学問か） 

3. どのような法があるか（法の存在形式：法源） 

4. 判例について１ 

5. 判例について２ 

6. 国家と個人の権利１ 

7. 国家と個人の権利２ 

8. 国家と個人の権利３ 

9. 不法行為と責任１ 

10. 不法行為と責任２ 

11. 不法行為と責任３ 

12. 近代法と法の経験１ 

13. 近代法と法の経験２ 

14. まとめ 

 

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

原則として授業時に指示した文献は次回までに必ず読んでおくこと。その他の準備学習については，初回授業時に説明する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特に指定しない。必要に応じて講義用レジュメと文献資料を配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 長尾龍一、2007 年、『法学ことはじめ 新版』、慈学社 

2. 田中成明、2016 年、『法学入門 新版』、有斐閣 

その他の参考文献は授業時に適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FB004 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

政治と社会                       新座 

(Politics and Society) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
デモクラシー入門 

担当者名 

（Instructor） 
川崎 修(KAWASAKI OSAMU) 

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） 
CMP2200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
法学部所属学生随意科目（卒業要件単位に含むことはできない） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

デモクラシー・民主主義について、社会人の常識と言える基本的な考え方を理解することを目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

デモクラシーについて、西洋の政治思想史や現代の政治学で議論されてきた、代表的なトピックを、歴史的・理論的に、講義の形

式で解説する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 古代ギリシアとデモクラシー（１） 

3. 古代ギリシアとデモクラシー（２） 

4. 代表と議会とデモクラシー 

5. 人民主権とデモクラシー 

6. 権力分立とデモクラシー 

7. 多数者の専制 

8. デモクラシーと自由 

9. デモクラシーと全体主義 

10. 競争と多元性 

11. 多数者とは誰か 

12. people とは誰か 

13. 様々な試み 

14. エピローグ 

 

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

指定されたテキストの該当箇所を事前に読んでくること 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 佐々木毅、２００７、『民主主義という不思議な仕組み』、ちくまプリマー新書 (ISBN:978-4-480-68765-4) 

 

参考文献（Readings） 

1. 森政稔、2008、『変貌する民主主義』、ちくま新書 (ISBN:948-4480064240) 

2. 杉田敦、2001、『デモクラシーの論じ方』、ちくま新書 (ISBN:978-4480058942) 

その他、授業の中で指示する 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FB005 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

グローバル社会における法と政治             新座 

(Law and Politics in Global Society) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
グローバル化現象の分析に有用な学問的方法論を学ぶ 

担当者名 

（Instructor） 
荻村 慎一郎(OGIMURA SHINICHIRO) 

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） 
CMP2200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

企業活動と就業・労働の領域を対象に，法学の方法論を用いて，グローバリゼーションの深化・拡大に伴って生じている諸問題に

ついて考察します。 

 

授業の内容（Course Contents） 

企業活動が地球規模で展開されている現代においては，営利追求に熱心なビジネス・コミュニティの振る舞いと世界各地域に固

有の法制度，文化，慣習との間の関係が，グローバル化現象を映す象徴的な問題として考えられるようになっています。 

 

そこで，本授業では，比較法学の知見をもとに，日本，米州諸国，欧州諸国，中国を対象としつつ，グローバル化現象が私たちの

生活にもたらす核心的な意味について把握することを試みます。具体的には，農業・食品業，金融業，自動車産業を例に，取引

活動，知的財産の保護，企業経営，雇用および労働に関する諸問題を検討します。 

また，インターナショナル，マルチナショナル，トランスナショナル，グローバルなどの用語法についても正確な理解をめざします。 

 

講義は基本から応用へと段階的に展開されるので，予備知識は必要ありません。また，基礎知識の正確な習得にも留意しつつ，

授業中にみなさんから意見を求めたり，事例についてみんなで検討してもらうなど，双方向的な形式で進めます。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業の展望：比較法学からみたグローバル社会 

2. 自由に移動する商品①：製品流通の法的過程 

3. 自由に移動する商品②：製品流通の法的過程 

4. 自由に移動する商品③：知的財産の法的保護 

5. 自由に移動する商品④：知的財産の法的保護 

6. 多国展開する資本①：会社組織の法的仕組み 

7. 多国展開する資本②：会社組織の法的仕組み 

8. 多国展開する資本③：会社組織の法的仕組み 

9. 多国展開する資本④：会社組織の法的仕組み 

10. 歴史に拘束される労働力①：雇用と就業の法的環境 

11. 歴史に拘束される労働力②：雇用と就業の法的環境 

12. 歴史に拘束される労働力③：雇用と就業の法的環境 

13. 歴史に拘束される労働力④：雇用と就業の法的環境 

14. 全体のまとめ：欧米世界（白人中心社会）とその他の世界の違いについて 

 

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

教材で指示される復習・予習課題に毎回取り組みましょう。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(70%)/授業への参加度(15%)/中間課題(15%) 

 

テキスト（Textbooks） 

オリジナル教材を毎回配布します。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

就職活動，インターンシップについては平常点に関して配慮します。 

 

注意事項（Notice） 
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■FB006 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

現代のビジネスを学ぶ                  新座 

(Fundamentals of Contemporary Business) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
現代企業の経営戦略と組織運営を学ぶ 

担当者名 

（Instructor） 
羽田 明浩(HANEDA AKIHIRO) 

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） 
CMP2200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2016 年度以降 1 年次入学者対象科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

本講義を通して下記を修得することが主たる目標である 

①経営戦略と経営組織に関わる基礎的な理論を理解できる 

②マーケティングに関する基礎的知識を理解できる 

③事例を通して経営分析手法を理解できる 

 

授業の内容（Course Contents） 

「現代のビジネスを学ぶ」うえで必要な経営学の基礎的な理論を解説したうえで、企業経営の実例を用いて受講者の理解を深め

る講義を行う。 

後半の授業では、学園祭の模擬店運営、運動部・サークルの運営、受講者の学び舎である立教大学を採りあげ組織運営に関す

る理解を深める講義を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 現代のビジネスを学ぶ意義   

2. 会社の仕組みの解説 

3. 経営戦略 （1）経営理念と事業ドメイン 

4. 経営戦略 （2）競争戦略論 ポジショニングと資源ベース 

5. 経営戦略 （3）多角化戦略とポートフォリオマネジメント 

6. 経営組織 （1）組織の定義 

7. 経営組織 （2）組織デザイン 

8. 経営組織 （3）組織発展段階モデル 

9. マーケティング （1）基本概念と理論変遷 

10. マーケティング （2）セグメントとターゲティング 

11. 経営に関する意思決定理論 

12. 経営分析のフレームワーク 外部環境分析と内部経営資源分析 

13. 経営組織の分析  学園祭の模擬店運営、運動部・サークルの運営管理 

14. 経営の事例研究  立教大学の経営分析 

 

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

経済ニュース等「現代のビジネス」に関する時事問題に関心を持ってください。 

授業で指示した予習を行ったうえで授業に参加してください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(70%)/授業態度及び授業参加度(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 羽田明浩、2017、『ナースのためのヘルスケアＭＢＡ』、創成社 (978-4-7944-2497-6 C3034) 

2. 経営能力開発センター、2017、『経営学の基本』、中央経済社 (978-4-502-12421-1C3334) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FB007 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

企業と社会                       新座 

(Business and Society) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
企業と市場 

担当者名 

（Instructor） 
藤波 美帆(FUJINAMI MIHO) 

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） 
CMP2200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

生物と同じように，企業も自社を取り巻く経営環境にうまく適応していかなければ，存続することはできません。本講義では，企業

を取り巻く経営環境と企業の環境への適応行動について学習します。 

 

授業の内容（Course Contents） 

企業は，ヒト，モノ，カネという経営資源を活用してビジネスを行っています。この経営資源を調達する場所が労働市場，原材料市

場，金融市場です。 

本講義では，企業を取り巻く経営環境としてこの３つの市場と企業行動の関係に焦点を当て，企業の事例も取り入れながら，学

習していきます。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 原材料市場と産業 

3. イノベーションの類型と精製 

4. 製品開発プロセス（１） 

5. 製品開発プロセス（２） 

6. 金融市場（１） 

7. 金融市場（２） 

8. 会社と会社の統治（１） 

9. 会社と会社の統治（２） 

10. 労働市場（１） 

11. 労働市場（２） 

12. 企業会計（１） 

13. 企業会計（２） 

14. 企業会計（３） 

 

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、必要に応じて授業時に別途指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(80%)/コメントペーパーの内容(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特に指定なし(必要に応じて授業時に紹介)。 

 

参考文献（Readings） 

必要に応じて授業時に紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FB008 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

現代社会と環境                     新座 

(Contemporary Society and Environment) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
環境問題の深層から社会のあり方を問い直す 

担当者名 

（Instructor） 
穴見 愼一(ANAMI SHINICHI) 

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） 
CMP2200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

環境破壊が，実は自然環境だけではなく，人間自身とその文化・社会にまでおよぶものであるという「環境問題の構造的な連関」

を理解する。また，その中で「現代社会の問題の本質」を見極め，「環境とは何か」「人間とは何か」を問い直しつつ，日本社会の

あるべき姿を考える。 

 

授業の内容（Course Contents） 

環境破壊における過去の教訓に学び，「足尾銅山鉱毒事件」，「水俣病事件」，そして「フクシマ」を貫く現代社会の問題の本質に

迫る。特に、「3.11」から 5 年を待たずして原発が再稼働された今日、「現代社会と環境」の視点から「フクシマ」の意味を明らかに

することを試みる。また，「真の文明とは何か」を多面的に問う作業を通じて，問題の解決に向け，農業という人間の営みのもつ可

能性へと議論を接続する仕方で，今後の日本社会の展望を探りたい。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 現代社会の構図 1：水俣病事件に学ぶ 

3. 現代社会の構図 2：人間にとって「責任」とは何か 

4. 現代社会の構図 3：キャピタリスト・デモクラシー（資本主義的民主主義）の源流を辿る 

5. 現代社会の構図 4：人間にとって「自由」とは何か 

6. 中間まとめ 

7. 現代社会の根本問題 1：「所有」という神話 

8. 現代社会の根本問題 2：「自己責任」論 

9. 現代社会の根本問題 3：環境破壊の深層 

10. 現代社会と環境 1：東日本大震災を考える 

11. 現代社会と環境 2：「フクシマ」を受けとめる 

12. 現代社会と環境 3：原発問題の深層に迫る 

13. 現代社会と環境 4：人間とは如何なる存在か――環境破壊の教訓に学ぶ 

14. 現代社会と環境 5：どうする日本！――「農的社会」の可能性を問う 

 

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

基本的なことは初回のガイダンスで指示する。また、必要に応じ、他の回でも適宜指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(70%)/コメントペーパーの内容(15%)/小レポート(15%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 澤 佳成、2010、『人間学・環境学からの解剖―人間はひとりで生きてゆけるのか』、梓出版社 (ISBN:978-4-87262-232-4) 

 

参考文献（Readings） 

1. 尾関周二・亀山純生・武田一博・穴見愼一編著、2011、『〈農〉と共生の思想―＜農＞の復権の哲学的探求』、農林統計出版 

(ISBN:978-4-89732-229-2) 

2. 尾関周二・武田一博編、2012、『環境哲学のラディカリズム―3.11 をうけとめ脱近代へ向けて』、学文社 (ISBN:978-4-7620-

2320-0) 

3. 上柿崇英・尾関周二編、2015、『環境哲学と人間学の架橋―現代社会における人間の解明』、世織書房 (ISBN:978-4-

902163-78-0) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

筆記試験は「すべて持込み可」とする。 

 

注意事項（Notice） 
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■FB009 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

情報と倫理                       新座 

(Information Ethics) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
ネット時代のソーシャル・リテラシー 

担当者名 

（Instructor） 
高橋 慈子(TAKAHASHI SHIGEKO) 

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） 
CMP2200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2006 年度以降 1 年次入学者対象科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

モバイル機器の利活用や人工知能（AI）の普及など、大きく変わる情報通信技術と社会において，知っておくべき知識やルール

やモラル，情報発信において留意すべきことを理解・考察し，実践できるスキルを身に付けることを目指す。 

 

授業の内容（Course Contents） 

日々、ニュースに登場する新しいサービスやビジネス，人工知能（AI)のような最新技術利用した新たな産業や働き方が，私たち

の生活や社会をどのように変えていくのか。基本的に知っておくべき知識を整理し，情報倫理に関わる，時事的な話題について

解説する。演習を通して，自分なりの考えを整理し，アウトプットする。グループディスカッションやインタビュー演習を通して，多様

な考えを知り，思考を深める。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 情報倫理とは 

2. 情報通信社会とインターネット，進化と変遷 

3. ネット・コミュニケーションの特徴と留意点 

4. メディアの変遷と情報活用 

5. メディア・リテラシーを身に付ける 

6. 情報技術とセキュリティ 

7. インターネットと犯罪 動向と対策 

8. 個人情報とプライバシー 

9. 知的所有権とコンテンツ 

10. 企業と情報倫理 

11. 科学技術と倫理 

12. デジタルデバイドとユニバーサルデザイン 

13. 人工知能（AI)と倫理 

14. 情報通信社会とリテラシー・総括 

 

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

Blackboardの事前に登録される講義資料に目を通し，教科書の該当ページを読んでおくこと。 

より深い内容については，授業で説明した事項や行った演習に関連する情報を探し，理解を深めること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(70%)/課題(20%)/ミニテスト(10%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 高橋慈子・原田隆史・佐藤翔・岡部晋典、2015、『情報倫理 ネット時代のソーシャル・リテラシー』、技術評論社 (ISBN:978-4-

7741-6822-7) 

 

参考文献（Readings） 

授業時に適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

各回，事前に講義資料を配付する。ダウンロードし，目を通しておく。プリントしておき，ノートとして活用することをすすめる。対応

する教科書の章を，読んでおくこと。 

新聞，ニュースの情報を読むときに，授業で扱った観点から考えてみることで，理解が深まる。 

 

注意事項（Notice） 
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■FB010 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

メディアと人間                     新座 

(Media and Human) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
音楽文化とメディア 

担当者名 

（Instructor） 
井手口 彰典(IDEGUCHI AKINORI) 

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） 
CMP2200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

メディアと人間との関わりは極めて広範囲にわたるが、本講義では担当者が専門としている音楽社会学の見地から、音楽メディ

アと人間との関わりについて多角的に考えていく。講義を通じて、普段漠然と接している「メディア」の実態を把握するとともに、現

代の音楽文化がどのようなメディアによってどのように支えられているのかを具体的に理解できるようになることを目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

講義の前半では、人間と音楽メディアとの関わりを歴史的に振り返る。後半では、近現代に特徴的な音楽文化をいくつか例に取

り、メディアとの関わりを考究する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 「メディア」とはなにか 

2. メディアから見た音楽史：所有の魔術 

3. メディアから見た音楽史：楽師から楽譜へ 

4. メディアから見た音楽史：アナログ録音の登場 

5. メディアから見た音楽史：デジタル録音の本質 

6. 同人音楽文化の概略 

7. 同人音楽における音楽メディアの活用 

8. 初音ミクと「声のキャラ」 

9. 初音ミクにとっての 2010 年代 

10. ニコニコ動画の文化 

11. 「組曲ニコニコ動画：台湾返礼」 

12. 童謡とメディア 

13. 「ちびっこのどじまん」は何を変えたか 

14. 21 世紀のコンテンツ文化論 

 

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

講義内容をより深く理解するため、指定する参考書を通読しておくことが望ましい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(100%) 

出席は評価の対象ではなくその前提とする。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 井手口彰典、2009、『ネットワーク・ミュージッキング―「参照の時代」の音楽文化』、勁草書房 (ISBN:978-4326698639) 

2. 井手口彰典、2012、『同人音楽とその周辺: 新世紀の振源をめぐる技術・制度・概念』、青弓社 (ISBN:978-4787273178) 

3. 井手口彰典、2018、『童謡の百年: なぜ「心のふるさと」になったのか』、筑摩書房 (ISBN:978-4480016645) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

講義は板書およびパワーポイントの使用を基本とし、配布プリントを併用する。受講生にはランダムで配布プリントの読み上げに

協力してもらう予定である。講義内容に対するフィードバックにはレスポンスシートを用い、毎回授業の冒頭で前回の質問に対す

る返答を行う。 

 

注意事項（Notice） 
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■FB011 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

文化と社会                       新座 

(Culture and Society) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
生活実態から見る現代日本の芸術文化 

担当者名 

（Instructor） 
田村 公人(TAMURA KIMIHITO) 

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） 
CMP2200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

本授業では、「文化と社会」という科目の定義にもとづき、表現活動を志す人たちの生活実態、ならびにこの種の人たちを取り巻く

環境について学ぶことを通じ、現代日本社会と芸術文化との共生のあり方について、洞察する力を養うことを目標とします。 

 

授業の内容（Course Contents） 

現代日本において、表現活動を生業としていくこと、言いかえれば芸術文化の領域で「プロ」として生きていくことは、決して容易で

はないということは、よく知られた事実でありましょう。ただ、この困難の源泉を探っていくと、たんに個々人の「才能」の有無の問

題というよりも、社会の側が表現活動を志す人たちの「生きづらさ」を助長しているのではないかという問題が見えてきます。そこ

で、本授業では、主に演劇や音楽などの芸術文化の領域の社会学系の調査研究を検討しつつ、表現活動を志す人たちの「生き

づらさ」の実態を把握するとともに、表現活動を志す人たちが自らの個性を発揮し、才能を開花させていけるような環境を育んで

いくためにどのようなことが必要なのか、言いかえれば現代日本社会とコンテンポラリーな芸術文化の「不幸な出会い」の脱却の

糸口は、どこにあるのかということを、受講されるみなさんとともに考えていきたいと思います。なお、授業計画は若干変更するこ

ともあります。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 国勢調査はどこまで「芸術家」の生活実態を把握しているのか？ 

3. 収入の実態 

4. フリーターと「兼業芸術家」 

5. ライブハウスと小劇場 

6. 「集客」と「芸術文化助成」 

7. 「チケットノルマ」と友人関係 

8. 「チケットノルマ」と同業者関係 

9. 小劇場俳優の親子関係、パートナーとの関係、「仲間」との関係 

10. セカンドキャリアの問題 

11. 芸術家の保護育成と芸術文化振興のジレンマ 

12. 「自分探し」と「夢追い」 

13. 芸術文化の「公共性」 

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関する指示は、必要に応じて別途行います。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(80%)/リアクションペーパー(20%) 

2/3 以上の出席をしていない方は、成績評価の対象としません。 

 

テキスト（Textbooks） 

テキストは指定しません。必要に応じて、適宜プリントを配布します。 

 

参考文献（Readings） 

1. 田村公人、2015 年、『都市の舞台俳優たち－アーバニズムの下位文化理論の検証に向かって』、ハーベスト社 (ISBN:978-4-

86339-065-2) 

2. 米屋尚子、2011 年、『演劇は仕事になるのか？－演劇の経済的側面とその未来』、彩流社 (ISBN:978-4-7791-1642-1) 

3. 佐藤郁哉、1999 年、『現代演劇のフィールドワーク－芸術生産の文化社会学』、東京大学出版会 (ISBN:4-13-050143-7) 

4. 宮入恭平、2008 年、『ライブハウス文化論』、青弓社 (ISBN:978-4-7872-3285-4) 

5. 松本康編、2014 年、『都市社会学・入門』、有斐閣 (ISBN:978-4-641-22015-7) 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業は、板書の講義形式を中心とします。なお、モバイルデバイス等を使用した板書内容の撮影、あるいは講義内容の録音を必

要とされる方には、柔軟に対応いたします。また、コメントペーパーについては、次回授業時に、全体に対するフィードバックを行

い、レポート試験（期末レポート）については、オンライン授業システムを活用し、提出後のみなさん全体に対する講評を行いま

す。 

 

注意事項（Notice） 
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■FB012 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

現代社会の解読                     新座 

(Understanding Contemporary Society) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
社会問題の社会学 

担当者名 

（Instructor） 
福重 清(FUKUSHIGE KIYOSHI) 

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） 
CMP2200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2016 年度以降 1 年次入学者対象科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

現代社会に見られる社会問題をとらえ，分析するための諸理論を習得し，実際の社会問題を例に社会学的に分析・説明ができる

ようにする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

この講義では，現代の日本社会で「社会問題」として私たちの目の前に現れる現象を社会学的に解読することを通して，現代社

会を社会学的に理解する方法を学ぶ。  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 社会学とはどういう学問か（１） 

3. 社会学とはどういう学問か（２） 

4. 社会問題とは何か，社会問題の社会学は何を問うのか 

5. 社会システムの機能不全（１） 

6. 社会システムの機能不全（２）―社会解体としての社会問題 

7. 社会システムの機能不全（３）―社会病理としての社会問題 

8. 社会システムの機能不全（４）―社会的排除と差別 

9. 規範と価値の葛藤（１） 

10. 規範と価値の葛藤（２） 

11. 社会的定義としての社会問題（１）―ラベリング論 

12. 社会的定義としての社会問題（２）―スティグマの社会学 

13. 社会的定義としての社会問題（３）―社会構築主義 

14. まとめ―社会問題とその解決 

 

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

授業の中で講義内容と関連する参考文献などを紹介するので，関心のあるものについてはぜひそれらを読んでもらいたい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特定の教科書は用いない。毎回レジュメを配布し、講義内容に関連する参考文献はレジュメに記載する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 赤川学、2012、『社会問題の社会学（現代社会学ライブラリー９）』、弘文堂 (ISBN:4335501307) 

2. 中川伸俊、1999、『社会問題の社会学―構築主義アプローチの新展開』、世界思想社 (ISBN:4790707504) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FB013 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

いのちの尊厳と福祉を考える               新座 

(The dignity of life and Welfare) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
病いと死に福祉はどう向き合うことができるのか 

担当者名 

（Instructor） 
結城 俊哉(YUKI TOSHIYA) 

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） 
CMP2200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2016 年度以降 1 年次入学者対象科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

生と死の問題を通して，（憲法２５条）健康で文化的な生活を営む権利の意味を考える 

 

授業の内容（Course Contents） 

日本の死生観を手がかりとした医療人類学の知見と福祉の思想を重ね合いながら，生命の尊厳とは何かをとおして福祉の本質

を考えることに挑戦してみたい。受講者には，適宜，視覚教材としての DVD を使用するなどの工夫を行なう。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 日本人と死・・死者が語ること 

2. 日本人の死生観と現代の医療のあり方 

3. 病名告知（がん・エイズ・難病）意味について 

4. 「慢性疼痛」と医療の考え方 

5. 医療の進歩と文化の軋みの意味 

6. 脳死と臓器移植の問題 

7. がん・エイズをはじめとする病気のイメージとは 

8. 患者の当事者としての家族という病 

9. 「医」の肥大化がもたらすもの 

10. 民間療法と現代医療 

11. 医療人類学からみた日本人の死と生 

12. 文化と病気，そして医療人類学 

13. 病気と治療の関係論 

14. まとめ（傾向と対策） 

 

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

授業への参加度と課題レポートは重視します。 

講義の中での話を発展させた文献も適宜紹介するので，積極的に発展的な学習を期待致します。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(70%)/授業への参加度(10%)/中間課題レポート(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特に無いが適時紹介する。 

 

参考文献（Readings） 

医療人類学関係の文献を各自参考にしてほしい。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FB014 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

コミュニティをデザインする               新座 

(Design for the community) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
公共空間を考え，（再）構築するための基礎知識 

担当者名 

（Instructor） 
権 安理(GON ANRI) 

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） 
CMP2200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2016 年度以降 1 年次入学者対象科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

様々な場面で見られている「空間 （space）」の（再）利用／リノベーションについて，ハード（建物）とソフト（共同性）の関係，公共

性や空間の理論，歴史的変遷をふまえて学ぶ。廃校や空家の活用事例の現状を知り，意義を理解する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

廃校や空き家が増加するなかで，その利活用が進んでいる。ここには、どのような歴史的，思想的意味があるのか。単に使われ

なくなった施設や建物，土地の再利用ということ以上の含意はないのか。このような関心から，講義の前半では，公共性，空間や

建物，共同性に関する原理的考察を行う。そのうえで後半では，廃校や空き家のリノベーション事例を見ていく。キーワードは、リ

ノベーション，コモンスペース，シェア，公共性，公私区分，空間の力など。以上を通じて，publicで common である space が，い

かに（再）構築されつつあるのかについて，基礎的かつ総合的な視から講義する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 公共性について 

3. 関係性の変容 

4. 空間の（権）力 

5. 空間（へ）の希求の歴史と現状 

6. 公共性の歴史と現状 

7. 公共性の歴史と現状 

8. 事例紹介：廃校の活用 

9. 事例紹介：同上 

10. 事例紹介：同上 

11. 事例紹介：同上 

12. 事例紹介：空き家の活用～ シェアハウス 

13. 事例紹介：空き家の活用～ エリア・リノベーション 

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関する指示は，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)(85%)/コメントカードと授業態度(15%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 権安理、2018、『公共的なるもの』、作品社 (ISBN:9784861826719) 

なし。 

 

参考文献（Readings） 

授業時に紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

視覚教材を多用し，初学者にもわかりやすくするよう努める。授業態度には厳しくする。私語や携帯，睡眠，スライドの撮影などは

厳禁。そのことを自覚（理解して賛同）したうえで履修すること。なお，授業の順番や内容を，多少変更する可能性がある。 

 

注意事項（Notice） 
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■FB015 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

観光学への誘い                     新座 

(Introduction to Tourism Studies) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
観光学と観光現象を理解する 

担当者名 

（Instructor） 
鄭 玉姫(JUNG OKHEE) 

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） 
CMP2200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2016 年度以降 1 年次入学者対象科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

観光学がどのような学問であるかを理解し，それに関する知識を体系的に身につける。また，多様な観光現象を把握し観光学の

考え方とその応用を学ぶ。 

 

授業の内容（Course Contents） 

観光学では，文化や産業，交通，地域，人の流れと観光現象とのかかわりについて多方面の研究が行われてきた。授業では，さ

まざまな観光現象に触れながら，現代社会における観光現象の諸相を，観光学の視点から把握する。代表的な国内外の観光地

域についても紹介し，映像資料を多用しながら進めていく。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業の概要：観光学とは，観光学の捉え方，見方 

2. 観光の歴史 1-1 

3. 観光の歴史 1-2 

4. 観光の歴史 2 

5. 観光の歴史 3 

6. 持続可能な観光について 

7. 農村地域における観光の展開１ 

8. 農村地域における観光の展開 2 

9. 海浜観光地域の展開 

10. 高原避暑地の形成 

11. 文化遺産と観光 

12. 観光データの地図化 

13. 観光政策と国際観光の動向 

14. コンテンツ・ツーリズムについて 

 

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

授業時に指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(70%)/授業内課題(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

毎回プリント資料を配布する。 

 

参考文献（Readings） 

授業内で適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FB016 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

シティズンシップを考える                新座 

(Exploring Global Citizenship in Rikkyo Service Learning) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
18 歳選挙権時代に求められているシティズンシップ教育とは 

担当者名 

（Instructor） 
林 大介(HAYASHI 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） 
CMP2200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

・シティズンシップに求められていることを考える 

・シティズンシップ教育や「子どもを市民にする」ことについて考え、課題の解決について議論する 

・問題解決に向けた主体的な実践につなげる  

 

授業の内容（Course Contents） 

2016 年 6 月から「18 歳選挙権」が始まった。18 歳であれば高校 3 年生でも選挙で投票ができるようになるということは、18 歳に

なるまでに「子どもを市民」「子どもをおとな」に育てていくことが重要となる。模擬選挙をはじめとする主権者を育てるための教育

＝シティズンシップ教育にはどのような取り組みがあり、効果や課題は何なのか。グループによる「シティズンシップ教育」をデザ

イン・企画し、実践につなげる。 

一方的な講義ではなく、学生同士のディスカッションやワークショップ、ゲストスピーカーとの対談などといった参加型で展開をす

る。学生自身の積極的かつ主体的な参加を期待している。  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. シティズンシップとは何か 

3. シティズンシップの基礎 

4. シティズンシップ教育の現状 

5. シティズンシップ教育の課題 

6. シティズンシップ教育のこれから 

7. シティズンシップ教育をデザインする：基礎  

8. シティズンシップ教育をデザインする：準備その 1 

9. シティズンシップ教育をデザインする：準備その 2 

10. シティズンシップ教育をデザインする：実践その 1  

11. シティズンシップ教育をデザインする：実践その 2 

12. シティズンシップ教育をデザインする：実践その 3 

13. シティズンシップ教育をデザインする：発展その 1 

14. シティズンシップ教育をデザインする：発展その 2 

 

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

・予習教材等の指示があった際は事前に読んでくること 

・新聞やテレビ、ネットなどを通して、日ごろから社会の動向を把握し理解に努めること 

・講義期間外の、テーマに関するボランティア活動やインターンシップなどを奨励  

・任意参加での学外活動(これまでに、国会議事堂、議員会館、新聞社等を訪問見学)を行う予定 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(45%)/講義内での提出物(25%)/講義への参加と発言(出席兼コメントペーパーを含む)(30%) 

講義において主体的な発言・参加を行う意思の無い学生は受講をお断りする 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 林大介、2016、『「18 歳選挙権」で社会はどう変わるか』、集英社 (ISBN:978-4-0872-0838-2) 

 

参考文献（Readings） 

1. 唐木 清志 他監修、日本シティズンシップ教育フォーラム 編、2015、『シティズンシップ教育で創る学校教育』、東洋館出版 

(ISBN:9784491031071) 

2. 逸見・原田・藤枝編著 立教大学 RSLセンター編集、2017、『リベラルアーツとしてのサービスラーニングーシティズンシップを

耕す教育ー』、北樹出版 (ISBN:9784779305306) 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

一方的な講義ではなく、学生同士のディスカッションやワークショップ、ゲストスピーカーとの対談などといった参加型で展開をす

る。学生自身の積極的かつ主体的な参加を期待している。 

※この科目は、立教サービスラーニング（ＲＳＬ）科目群のひとつである。 

 

注意事項（Notice） 
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■FB018 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

大学と現代社会                     新座 

(University and Modern Society) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
大学の現代的課題を考える 

担当者名 

（Instructor） 
前田 早苗(MAEDA SANAE) 

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） 
CMP2200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2016 年度以降 1 年次入学者対象科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

大学がどのようにしてできたのかを理解し、学生と大学と社会のかかわりを歴史的に把握する。大学で学ぶことの意味を考える。 

 

授業の内容（Course Contents） 

戦後の大学制度がどのようにして成立し展開していったのかを中心に講義する。そのなかで、大学と社会との関係がどのように

変遷していったのか、現代社会において大学がどのような役割を期待され、どのような課題を抱えているのかを確認する。その過

程で世界の高等教育制度についても紹介する。これらを通じて、学生と大学と社会のかかわりを歴史的に把握し、学生自身と立

教大学とのかかわりを考える契機とする。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス－大学がおかれている現代的状況についての概説 

2. 戦前の教育制度について 

3. 立教大学の歴史について 

4. 新制大学の発展と課題（1947 年～1970 年）―教養教育を中心として― 

5. 「学生紛争」と大学 

6. 1970 年代以降の高等教育改革―公的文書の分析を通じて― 

7. 世界の高等教育制度―欧米の大学①― 

8. 世界の高等教育制度―欧米の大学②― 

9. 世界の高等教育制度―アジアの大学― 

10. 社会から見た大学 

11. 2000 年以降の答申から大学を考える 

12. 大学評価と質保証 

13. 「学士課程教育」がめざすもの 

14. まとめとテスト 

 

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

授業の際に配布するプリントを事前に読んでおく。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(40%)/小レポート(20%)/毎回の授業への参加姿勢(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 安原義人、大塚豊、羽田貴史、2008、『大学と社会』、放送大学教育振興会 (ISBN:ISBN978-4-595-30802-4) 

2. 早田幸政、諸星裕、青野透、2010、『高等教育論入門』、ミネルヴァ書房 (ISBN:ISBN978-4-623-05897-6) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

学制百年史 

http://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/html/others/det ail/1317552.htm 

 

注意事項（Notice） 
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■FB019 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

パレスチナ問題の歴史と現在               新座 

(Palestine Issues Past and Present) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
人権と国際政治から見たパレスチナ問題 

担当者名 

（Instructor） 
高橋 宗瑠(TAKAHASHI SORU) 

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） 
CMP2200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

パレスチナ人の現状、特にパレスチナ人の人権の現状を理解すること、そしてパレスチナの現状を通じて国際政治の動向を理解

すること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

本稿では人権と国際法、国際政治、そして影響のある主要国（特にアメリカ）の国内政治を検討した上で、パレスチナ問題の現状

及び展望を考察します。今までの経緯の知識は不可欠なので歴史ももちろん見ますが、本校の主眼は歴史ではなく、学生にはむ

しろ「今」そして「これから」を考えてもらいたく思います。また、「中東」「ムスリム」「テロ」などを安易に繋げる偏った情報が氾濫し

ている中、パレスチナ問題を現在の国際政治、そして社会を考えるきっかけになればと思います。パレスチナの現状で利益を得

ているのは誰か？ムスリムイコールテロという図式を広めることによって、利益を得るのは誰か？そういう問題意識を持ってもら

いたく思います。講師は 2014年 5 月まで、国際連合人権高等弁務官パレスチナ副代表として現地に駐在していました。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション。パレスチナ問題は何故なかなか解決できないのか？それは何故重要か？ 

2. 歴史（聖書時代から第一大戦まで）。 

3. ヨーロッパにおけるシオニズム。ナショナリズムとは？民族国家における民主主義とは？ 

4. 建国宣言及びナクバ。ユダヤ人国家とは？パレスチナ国家とは？ 

5. 67 年戦争と「二国家解決」。イスラエルによる入植。 

6. 第二インティファーダと現在まで。入植が何故問題なのか？人権及び国際法、平和の視点。 

7. エルサレムが何故重要なのか？パレスチナ難民の問題が何故重要なのか？ 

8. パレスチナ当局の腐敗、弱者が損する経済政策。 

9. 移動規制のケーススタディとしてのヘブロン。第二インティファーダ、不発に終わった和平交渉の 20 年。第一インティファー

ダ、そしてオスロ合意。パレスチナ当局の実態。ガザとハマスの興隆。 

10. イスラエルによる戦争犯罪。国際人道法（戦争のルール）及び戦争犯罪の不処罰 

11. 国際政治の中のパレスチナ、国連の無力。 

12. アメリカ外交及び国内の動向。一大政治勢力としてのイスラエルロビー。 

13. ９１１後の世界の「イスラエル化」。市民運動と今後の展望。 

14. 最後のまとめ。 

 

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

予習として、一時間程度のリーディングが予想されます。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(80%)/授業内プレゼン(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 髙橋宗瑠、2015、『パレスチナ人は苦しみ続ける：なぜ国連は解決できないのか』、現代人文社 (ISBN:978-4877985974) 

2. 臼杵陽、2013、『世界史の中のパレスチナ』、講談社新書 (ISBN:978-4062881890) 

 

参考文献（Readings） 

1. ミーダーン、2010、『“鏡”としてのパレスチナ―ナクバから同時代を問う』、現代企画室 (ISBN:978-4773810073) 

2. ミアシャイマー、2007、『イスラエルロビーとアメリカの外交政策』、講談社 (ISBN:978-4062140096) 

http://palestine-heiwa.org、http://palestine-forum.org、https://www.amnesty.or.jp、https://www.hrw.org/ja、http://doi-

toshikuni.net/j/、http://hrn.or.jpなど時々参照のこと。英語では、

http://www.ohchr.org/EN/Countries/MENARegion/Pages/PSIndex.aspx、http://www.ochaopt.org、http://www.alhaq.org、

http://pchrgaza.org/en/など。 

 

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

 

 

  



 - 161 - 

■FB020 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

ドイツ語圏の社会                    新座 

(Society in the German-speaking sphere) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
戦後ドイツのあゆみ 

担当者名 

（Instructor） 
飯田 道子(IIDA MICHIKO) 

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） 
CMP2200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

第 2 次世界大戦の敗北から東西ドイツ分裂、冷戦、ベルリンの壁建設、壁崩壊、ドイツ統一から現在まで、戦後のドイツの歩みと

諸問題を、多角的に検証する 

 

授業の内容（Course Contents） 

第 2 次大戦後、東西に分かれて出発した両ドイツは、異なった政治体制の中で 40 年あまりを過ごした。この間にそれぞれに西と

東で重要な位置を占めていたが、急速な「統一」の後、ドイツ経済は失速し、欧州の病人と呼ばれるまでに衰退した。やがて強硬

な改革によって、ドイツは再び欧州の経済的な中心へと返り咲き、EUを牽引するまでになった。まさしく激動と呼ぶにふさわしいド

イツの歩みを、様々なテーマから検証する。ゲストスピーカーの招聘も検討している。ドイツはなお現在進行形である。授業の内

容は変更することがある。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション  

2. 瓦礫の中からの再出発 

3. 1960 年代の西ドイツ ～経済の復興 

4. 1960 年代の西ドイツ ～アウシュヴィッツ裁判と「過去の克服」 

5. 1960 年代のドイツ ～68 年世代 

6. 冷戦時代 ～ベルリンの壁建設 

7. 冷戦時代～東ドイツの 70 年代  

8. ベルリンの壁崩壊から東西ドイツ統一へ 

9. 統一の現実 ～オスタルギー 

10. 統一後のドイツ～「欧州の病人」ドイツの改革 

11. 統一後のドイツ 

12. ドイツの諸問題 移民・難民問題 

13. ドイツの諸問題 ＥＵとドイツ 

14. まとめとふりかえり 

 

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

授業時に適宜指示する 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(70%)/出席および授業に取り組む姿勢(30%) 

出席はハンディターミナルによる。毎回の授業でリアクションペーパーを提出してもらう。成績に反映はしないが、授業内容の理解

度の判定基準とすることがある。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 新野・飯田・梅田、2017、『知ってほしい国 ドイツ』、高文研 

 

参考文献（Readings） 

授業内に適宜指示する 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

春学期の『ドイツ語圏の文化』を履修しておくことが望ましい 

 

注意事項（Notice） 
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■FB021 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

フランス語圏の社会                   新座 

(Society in the French-speaking sphere) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
フランス語圏の「今」を知る 

担当者名 

（Instructor） 
羽生 敦子(HANYU ATSUKO) 

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） 
CMP2200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

フランスを公用語としている地域の歴史、文化を学ぶ、同時にフランス(France Metropolitaine)の抱える社会の問題をとりあげ、

「フランス」を多重的にとらえる姿勢を身に着ける。 

 

授業の内容（Course Contents） 

フランス語圏の事例としてカナダのケベック、アフリカのアルジェリア、コンゴ（現コンゴ共和国、現コンゴ民主共和国）などを取り上

げ、旧植民地とフランスとの関係について様々な視点から考察する。2015 年から 2016 年はテロに振り回され続けたフランスだ

が、現状を理解するためにもフランスの抱える宗教問題や移民問題を知ることは重要である。また後半では、現在のフランスの

政治・社会・教育システムなど扱う。観光大国フランスについても取り上げる。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. フランス語圏(les pays francophones)とは 

2. フランス本土(France Métropolitaine)と海外県、海外準県 

3. カナダの francophone(ケベック)の歴史 

4. カナダ・ケベック州について 

5. アフリカの francophone(1) （アルジェリア） 

6. アフリカの francophone(2) （アルジェリア、コンゴ） 

7. アジアの旧フランス植民地とパリの中華街 

8. フランスの教育制度について 

9. フランスの社会制度について 

10. 現在の移民問題について(1) （カレーを事例に） 

11. 現在の移民問題について(2) 

12. ライシテ 

13. 観光国としてのフランスの魅力について 

14. 総括 

 

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

必要に応じて別途指示する。授業中に提示する文献などを読み、自分自身で再考することが好ましい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(50%)/リアクションペーパー(25%)/授業への参加度(25%) 

出席のみならず授業内のリアクションペーパーの完成度を含む。遅刻は授業開始 20 分まで、それ以降は認めない。 

 

テキスト（Textbooks） 

特になし。 

 

参考文献（Readings） 

毎回の授業で提示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FB022 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

スペイン語圏の社会                   新座 

(Society in the Spanish-speaking sphere) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
求心力と遠心力の狭間で 

担当者名 

（Instructor） 
飯島 みどり(IIJIMA MIDORI) 

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） 
CMP2200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

スペイン語圏の実相を求心力／遠心力の両方向から観察し，日本において誤解されがちなこの社会への認識を鍛える。 

 

授業の内容（Course Contents） 

このところ「カタルニア独立」が話題となったように，スペイン語圏にはこれをまとめる求心力と独立などの形をとって噴出する遠心

力とが働く。過去の例を通し，ふたつの力の狭間にある社会の特色を見出す。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 世界史上における「スペイン語」の位置づけ 

2. 求心力――言語 

3. 求心力――宗教 

4. 求心力――時空間認識 

5. 求心力――地域統合 

6. 遠心力――言語 

7. 遠心力――宗教 

8. 遠心力――時空間認識 

9. 遠心力――地域偏差 

10. 独立への道 その一 

11. 独立への道 その二 

12. 二百年目の収支バランス その一 

13. 二百年目の収支バランス その二 

14. まとめ 

 

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

地図帳（グーグル地図ではない）を普段から眺めておく。首都圏で開催されるスペイン語圏関連の催しを学期中適宜紹介するの

で利用すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

必要な資料は適宜配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 帝国書院編集部編、2000 年代のもの、『新詳高等地図』、帝国書院 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

「カタルニア独立」をめぐる動きについては各自 The Guardiam,New York Times などで情勢把握しておく。 

 

注意事項（Notice） 
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■FB023 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

中国語圏の社会                     新座 

(Society in the Chinese-speaking sphere) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
中国語圏の広がりと歴史的な関係性 

担当者名 

（Instructor） 
持田 洋平(MOCHIDA YOHEI) 

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） 
CMP2200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

中国語圏の社会の特徴と歴史を広く学ぶことにより、その歴史的な関係性と共通性・多様性を具体的に理解する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

中国を含む中国語圏の地域は歴史的に密接なつながりを有しており、その社会にもいくつかの共通点が存在する。しかし、そこ

に属する各地域を具体的に見ていくと、その社会は決して一様ではなく、歴史的に形成された多くの差異に満ちていることに気付

く。中国語圏の社会について学ぶうえで、中国という言葉から一般的に想像されるような抽象的・固定的なイメージから脱却し、上

に述べた共通性と多様性の双方を歴史的な観点から具体的に理解することは、何より重要な課題となると思われる。 

本講義ではまず中国の近世から現在に至る歴史と、その社会の特徴的な要素について学ぶ。次に、中国を含む中国語圏を移動

する／した人々としての中国人・華人（Chinese）、および中国語圏に属する幾つかの地域の社会とその歴史について、具体的に

学んでいく。これらの内容を通し、前述した課題を達成することは、現代の東アジアのあり方を考えるうえでも大きな意味を持つだ

ろう。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス：授業の目標・概要・評価などに関する説明 

2. 中国の歴史（元代・明代・清代）：「中華」世界の成立と変容 

3. 中国の歴史（清末・中華民国期）：苦難に満ちた近代化 

4. 中国の歴史（戦後）：二つの「中国」と経済大国への道 

5. 中国の伝統的社会（エリート側の視点）：「中華」観念、科挙制度、儒教 

6. 中国の伝統的社会（民衆側の視点）宗族、同郷・同業団体、善挙・善堂、民間宗教 

7. 華人ネットワークの形成：海を越えた広がり 

8. 華人ネットワークの近代化：「祖国」との複雑な関係性 

9. 台湾の社会史：もう一つの「中国」の歩んだ道 

10. 雲南の社会史：漢族と少数民族がつくった「中国」 

11. シンガポール華人社会史（清末）：植民地化と「華人」意識の目覚め 

12. シンガポール華人社会史（中華民国期）：抗日運動と戦争の時代 

13. シンガポール華人社会史（戦後）： 社会主義と「生存のための政治」の狭間で 

14. まとめ：中国語圏の広がりと歴史的な関係性 

 

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

受講する学生は各自、配布したレジュメや授業内であげた参照文献を用いて復習すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(80%)/コメントペーパー(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

授業内にて、内容にあわせて紹介していく。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FB024 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

朝鮮語圏の社会                     新座 

(Society in the Korean-speaking sphere) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
近現代の朝鮮・韓国史 

担当者名 

（Instructor） 
呉 吉煥(OO KIRUHAN) 

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） 
CMP2200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

朝鮮近現代史についての基礎的な知識を習得しつつ，朝鮮語圏の近現代社会に対する理解の深化と具体的なイメージ作りのた

めの土台を提供することを目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

授業では，19 世紀末の開国から 21 世紀初めにいたるまでの朝鮮・韓国の歴史について，政治・社会史を中心に講義する。   

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス（講義のあらすじ，参考文献の紹介，朝鮮近現代史の時期区分など） 

2. 朝鮮の開国 

3. 朝鮮の植民地化 

4. 植民地支配下の朝鮮 

5. 解放と南北の分断 

6. 朝鮮戦争と分断の固着化 

7. 学生革命と韓国社会 

8. 5.16 クーデタと軍事政権の成立 

9. 軍事政権の独裁化 

10. 1960～70 年代の韓国社会 

11. 韓国の民主化 

12. 民主化以降の韓国①（文民政権の誕生） 

13. 民主化以降の韓国②（平和的政権交替の実現） 

14. 授業のまとめ 

 

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

予習として，朝鮮近現代を概説した朝鮮史の文献（参考文献など参照）を読んでおくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(40%)/出席兼コメントペーパーの内容(40%)/小レポート(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

テキストは特に指定しない。毎回授業のはじめにプリントを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 武田幸男・宮嶋博史・馬渕貞利、1993、『朝鮮』、朝日出版社 (ISBN:4-02-258496-3) 

2. 朝鮮史研究会編、1995、『朝鮮の歴史 新版』、三省堂 (ISBN:4-385-35469-3) 

3. 武田幸男編、2000、『朝鮮史』、山川出版社 (ISBN:4-634-41320-5) 

4. 梶村秀樹、2007、『朝鮮史－その発展』、明石書店 (ISBN:978-4-7503-2575-0) 

5. 田中俊明編、2008、『朝鮮の歴史－先史から現代』、昭和堂 (ISBN:978-4-8122-0814-4) 

6. 文京洙、2015、『新・韓国現代史』、岩波書店 (ISBN:978-4-00-431577-3) 

7. 木宮正史、2012、『国際政治のなかの韓国現代史』、山川出版社 (ISBN:978-4-694-64056-6) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FB071 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

立教ゼミナール２                    新座 

(Seminars for Students of Rikkyo University 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
ワークショップを通して学ぶ「持続可能な暮らし」と「幸せ」 

担当者名 

（Instructor） 
空閑 厚樹(KUGA ATSUKI) 

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） 
CMP2240 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

2016 年度以降 1 年次入学者対象科目 

定員 30 名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

近い将来「かつて，生活の豊かさは経済成長によってもたらされると考えられていた」といわれる時代がくるかもしれません。現

在，私たちは有限な化石資源，悪化する地球環境，グローバル経済の弊害の顕在化等の問題に直面しています。これらはいず

れも経済成長が私たちの目指すべき唯一の目標ではないこと，また持続可能でもないことを示しています。しかし経済成長に替

わる指標はまだありません。現在は過渡期にあるといえるでしょう。授業ではワークショップを通して持続可能な暮らしのあり方に

ついて学び，議論します。 

 

授業の内容（Course Contents） 

５～６人程度の小グループに分け，毎回，発表者がテキストの担当部分を整理して内容を紹介します。コメンテーターがそれを受

けて自分なりの意見を述べます。そして司会者（ファシリテーター）がそのグループの参加者が創造的な意見が出せるような司会

を目指します。また持続可能な暮らしの実践についての資料検討、映像を視聴することにより現状把握と未来へのビジョンをふま

え持続可能な暮らしの具体的プランを作成します。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入 

2. 創造的な場作り（１） 

3. 創造的な場作り（２） 

4. 創造的な場作り（３） 

5. 現状の検討（１） 

6. 現状の検討（２） 

7. 持続可能な暮らしの取り組み（１） 

8. 持続可能な暮らしの取り組み（２） 

9. 持続可能な暮らしの取り組み（３） 

10. 持続可能な暮らしの取り組み（４） 

11. 具体的プランの作成（１） 

12. 具体的プランの作成（２） 

13. 報告会（１） 

14. 報告会（２） 

 

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

「持続可能な暮らし」もしくは「持続可能な社会」をキーワードとして含む新聞記事を 3 つ以上調べて初回授業に持参すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/出席および授業参加度(40%)/相互評価への貢献度(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FB072 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

立教ゼミナール２                    新座 

(Seminars for Students of Rikkyo University 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
問題の気づき、課題の発見、正解のない課題について理解する。 

担当者名 

（Instructor） 
韓 志昊(HAN JIHO) 

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） 
CMP2240 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

2016 年度以降 1 年次入学者対象科目 

定員 30 名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

正解のない課題を自分で気づくこと、意思決定のために情報を収集し、分析して判断する重要性と方法について学ぶ 

 

授業の内容（Course Contents） 

広い範囲の情報を判断する必要や方法を理解し、実際に正解のない課題を分析しながら、考える力と疑問を持つ訓練をする。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction 

2. 情報について 

3. リサーチの基礎を理解する 

4. 疑問、課題について考える 

5. グループワーク１：課題を設定する 

6. グループワーク１：課題の分析 

7. グループワーク１：分析結果の発表 

8. グループワーク２：課題を設定する 

9. グループワーク２：課題の分析 

10. グループワーク２：分析結果の発表 

11. グループワーク３：課題を設定する 

12. グループワーク３：課題の分析 

13. グループワーク３：分析結果の発表 

14. まとめ 

 

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

毎回の課題や授業外グループワークに積極的に参加すること。 

新聞を読む習慣を身につけること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業内参加(50%)/個人発表(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

授業内で適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

適宜受業内で紹介する。 

 

注意事項（Notice） 
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■FB073 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

立教ゼミナール発展編 ２                新座 

(Seminars for Senior Students of Rikkyo University 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
韓国・朝鮮研究へのアプローチ 

担当者名 

（Instructor） 
高 成鳳(KOU SONBON) 

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） 
CMP3200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

2016 年度以降 1 年次入学者対象科目 

定員 30 名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

朝鮮語を母語とせず、大学で朝鮮語を初めて履修した学生および、大学入学前から朝鮮語学習を継続してきた学生を対象に、

朝鮮語の実用的運用能力と朝鮮語による情報の収集・分析スキルの向上を目指す。 

 

授業の内容（Course Contents） 

韓国・朝鮮についての基礎的知識の習得とともに、朝鮮語の資料・データへのアクセス方法や、現在の朝鮮半島研究における論

点・争点を踏まえ、朝鮮半島をめぐる政治・歴史・経済・文化・国際関係等についてより広く深く理解し、受講生が大学における朝

鮮語による学びを深化させる契機となる授業としたい。なお履修に際しては、ハングル能力検定試験４級相当以上の朝鮮語能力

が求められる。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. はじめに 授業の進め方と受講者の関心分野について整理 

2. 朝鮮半島を知る基礎知識（１） 

3. 朝鮮半島を知る基礎知識（２） 

4. 朝鮮語資料文献・データベース利用方法 

5. 報告と討論（１） 

6. 報告と討論（２） 

7. 報告と討論（３） 

8. 韓国の政治と社会を考察する 

9. 北朝鮮の政治と社会を考察する 

10. 日本と朝鮮半島の関係を考察する 

11. 報告と討論（４） 

12. 報告と討論（５） 

13. 報告と討論（６） 

14. まとめ 

 

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

しっかりとした事前学習、関心分野についてのバランスのとれた情報の収集と分析を心がけてください。報告と討論への積極的な

参加を期待します。韓国への留学や語学研修参加経験がある学生は、そのことを積極的に活かして問題意識を高めていってくだ

さい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(30%)/授業全般への参加と貢献(40%)/報告と討論(30%) 

最終レポートは報告と討論を発展させた、学習内容のまとめに相当するものです。 

 

テキスト（Textbooks） 

指定せず。必要に応じて資料を配付します。 

 

参考文献（Readings） 

1. 金成玟・岡本亮輔・周倩 編、2017、『東アジア観光学 まなざし・場所・集団』、亜紀書房 

2. 石坂浩一・福島みのり編、2014、『現代韓国を知るための 60章 第二版』、明石書店 

3. 伊藤亜人他監修、2014、『新版 韓国・朝鮮を知る事典』、平凡社 

4. 朝鮮史研究会編、2011、『朝鮮史研究入門』、名古屋大学出版会 

5. 石坂浩一編、2006、『北朝鮮を知るための 51 章』、明石書店 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■FB081 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

人の移動と人文学                    新座 

(International Migration in Humanities) 

担当者名 

（Instructor） 

舛谷 鋭(MASUTANI SATOSHI) 

高岡 文章(TAKAOKA FUMIAKI) 

大橋 健一(OHASHI KENICHI) 

石橋 正孝(ISHIBASHI MASATAKA) 

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） 
CMP2210 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2016 年度以降 1 年次入学者対象科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

移民や観光をはじめとした国際的な人の移動について、人文学（ヒューマニティーズ）の様々な手法から、グローバリゼーション下

でのモビリティを読み解くことを目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

文学、社会学、人類学、民俗学などのヒューマニティーズにより、毎回現代的かつ特徴的な人の移動の事例と考察を、各分野の

専門家がその時点で最も関心のあるテーマを交え講義する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 移動する文学 

3. 海を渡った作家たち 

4. ポケモン GO と観光の社会学 

5. ラオス都市空間の人の移動 

6. 移動のレトリック 

7. 移動が作り出す価値 

8. 民俗学から見た人の移動 

9. 帝国の知とナショナリズム（2018年 4 月 10 日付変更 *誤字修正のため） 

10. ケベックスタディーズとは何か 

11. 文学的聖地巡礼を解読する 

12. 社会主義と人の移動 

13. 社会科学から見た人の移動 

14. 総括・最終レポート 

 

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

各回の講義を受講しながら、リアクションペーパーに取り組み、提示された参考文献に当たって理解を深める。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(30%)/平常点(出欠・参加状況)(30%)/リアクションペーパー(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

教場で指示する 

 

参考文献（Readings） 

各回ごとに参考文献が提示される 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

http://masutani.biz 

 

注意事項（Notice） 
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■FB082 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

しょうがい者の視点から捉え直す現代社会         新座 

(Seeing Society from the Point of View of People with Disabilities) 

担当者名 

（Instructor） 

飯村 史恵(IIMURA FUMIE) 

堀越 喜晴(HORIKOSHI YOSHIHARU) 

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） 
CMP2210 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

2016 年度以降 1 年次入学者対象科目 

定員 150 名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

さまざまな体験や考え方をもつしょうがい当事者との出会いを通じて、私たちが日々、生き、暮らしている現代社会を見つめ直し、

各自が社会の構成員として主体的に、真に多様性のある社会のあり方を考える。 

講義を通じて、受講者が個々に抱いていた自分自身の「あたりまえ」の枠組みを問い直し、それが社会の「あたりまえ」ではないこ

とに気づき、新たな視点を獲得していくことをねらいとする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

毎回多彩なゲストスピーカーを招き、それぞれの講義を通じて、授業に参加する一人ひとりが、現代社会のありようを見つめ直

す。 

例えば 2016 年 7 月に相模原市の障害者施設で発生した殺傷事件は、しょうがいを持つ人々の生命、存在、尊厳を一方的に奪う

極めて凄惨で、看過することができない事象であった。このことは、現代社会に生きる私たち一人ひとりが、抽象論に留まる人権

の理解ではなく、多数や効率の論理を無批判に受け入れるのでもなく、違いを有する他者とどのように関わり、共に生きる社会を

構築していくのか、具体的なレベルで問われることになったとも言える。 

こうした時代背景を意識しつつ、自らの内面に問いかけ、主体的に考え、行動するために何が必要なのかを学ぶ。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 「あたりまえの生活」とは 

3. アナザートライ（事故からの挑戦） 

4. 見えなくなって見えたもの 

5. 精神しょうがいとセルフヘルプ 

6. コーディネーターと語る中間討論 

7. バリアオーバーコミュニケーション 

8. デフファミリーの一員として、ろう者として生きる 

9. 感動ってなんでしょう、思いやりってなんでしょう 

10. 大学生で突然、全く見えず聞こえなくなった私 

11. 知的しょうがい者と当たり前の生活 

12. 重度障害者の社会におけるコミュニケーション格差 

13. しょうがいと税金 

14. 総括討論（ふりかえり） 

 

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

参考文献等を含め、授業内に、適宜指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/授業への参加度(30%)/出席兼リアクションペーパーの内容(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特に指定しない。必要に応じて，資料を配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 堀越喜晴、2009、『バリアオーバーコミュニケーション―心に風を通わせよう』、サンパウロ (ISBN:978-4805670361) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

最終レポートの提出は、Blackboard を予定している。詳細は，授業時に指示する。 

 

注意事項（Notice） 
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■FB083 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

Ｎａｔｉｖｅから学ぶ海外の文化や社会問題        新座 

(Local People's Perspectives in International Cultural and Social Problems) 

担当者名 

（Instructor） 

鈴木 弥生(SUZUKI YAYOI) 

リッチー，Ｚ．(RITCHIE ZANE AARON) 

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） 
CMP2211 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
2016 年度以降 1 年次入学者対象科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

This lecture aims to raise students’ interest in international culture and social problems and to cultivate their ability to analyze 

these issues as put forward from local people’s perspectives. 

グローバルな視野から海外の文化や社会問題への関心を高めると同時に、さまざまな事象を分析する力を養うことを目的とする

(広い世界に目を向けて、グローバルな視野から学ぶことの楽しさを理解する)。 

 

授業の内容（Course Contents） 

Invited non-Japanese lecturers will discuss cultural and social problems of their home countries, their reasons for moving 

overseas, and the problems they face residing in Japan. Invited Japanese guest lecturer who is committed to solving social 

problems at the grassroots level will also discuss the philosophy and his own experiences. Students will have the opportunity to 

interact in English through listening, discussion and brainstorming activities and will develop of taste of culture from local 

people's perspectives, with the aim to broaden their understanding of perspectives of the world from non-Japanese viewpoints. 

The Spring Semester will focus on the cultural experiences of each guest lecturer, and in the Fall Semester, will examine 

international perspectives on social development. 

Native 講師をお招きして、各国の文化や社会問題、海外に目を向けるようになったきっかけ、戸惑ったことなどを語っていただく。

そのほかにも、草の根レベルで社会問題の解決に尽力する方（日本人１名）を講義にお招きする。これら豊富な経験を持つ講師

（ゲスト・スピーカー）との交流やディスカッションを通して、学生が生きた英語や異文化に触れ、グローバルな視野から異文化へ

の理解を深めると同時に世界規模での社会問題に関心をもつきっかけとしたい。ここでの学びの機会を継続させるために、各講

師（ゲスト・スピーカー）の背景やフィールドに目をむけ、秋学期に予定している「Native と学ぶ社会開発」へとつながるように計画

している。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction to the class and lecture (You are expected to attend the first class) .  

  イントロダクション（第 1 回目は、必ず参加するようにしてください）。 

2. Culture shock: Myth or reality?  

  カルチャーショックーー神話？ あるいは 現実? 

3. Cultural diversity : Through my own experiences in East Africa and Japan  

  東アフリカと日本での経験を通してみる文化の多様性 

 

4. Let’s reexamine “prosperity” and “our viewpoints”：Part 1  

 The Earth and “prosperity” learned through Happy Planet Index  

  : examples of countries in the South 

「豊かさ」や「自分の視点」を見直そうーその１ 

 地球幸福度指数(Happy Planet Index: HPI)から見直す豊かさ：南の国の事例から学ぶ 

5. Let’s reexamine “prosperity” and “our viewpoints”：Part 2  

  : History through the eyes of “demons” 

「豊かさ」や「自分の視点」を見直そうーその２ 

 視点によって異なる歴史を通して考える 

6.  Cultural diversity: Through my life in Austria, the United States and Japan  

 The effects of an excellent performance of musical instruments  

オーストリア、アメリカ、日本での生活を通してみる文化の多様性 

すぐれた楽器演奏の効果とともに  

7.  Image and reality of the United States  

  ：Based on my 30 years of residence in the United States 

 30 年間の滞在を通してみるアメリカ社会のイメージと現実 

8.  The role of democracy in peace and social development in Mozambique.  

モザンビークの平和と社会発展におけるデモクラシーの役割 

9. Share my own experiences as a student and a member of society in general both in Mozambique and Japan 

モザンビークと日本において、学生として、また研究者として経験したことをシェアしよう 

10. Amar Shonar Bangla আমার স ানার বাাংলা（My golden Bengal） 
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  ： The Bengali Language Movement which led Bangladesh to the Liberation War of Independence  

アマール・ショナル・バングラ（我が黄金のベンガル） 

  ：バングラデシュ、独立・解放戦争へと導いたベンガル語公用語化運動 

11. My experiences volunteering and supporting a slum school in Nairobi  

 ナイロビ、スラムの学校における自らのボランティア・支援活動 

12. What I learned growing up as a native Canadian.  

 ネイティブ カナディアンとしての学び 

13. Cultural diversity: Through my life in Bangladesh and Japan  

 バングラデシュと日本での生活を通してみる文化の多様性 

14. Final report 

 最終レポート作成と提出 

 

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

Important information will be provided in the first class. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Attendance, participation and reaction papers 70％ (14 classes x 5% for each class)(70%)/最終レポート(Final Report)(30%) 

You must attend at least ten classes to be eligible to receive credit. You should write a final report and each reaction paper in 

either Japanese or English.(単位修得のためには、10 回以上の出席・参加を要します。リアクション・ペーパーおよび最終レポート

は、日本語、もしくは英語で記述してください)。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

Important information will be provided in the first class. 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

It is planned to invite guest speakers from the second to the thirteenth class. Although one guest speaker will take charge of 

each lecture, the order of each speaker or theme may change, depending on absence, or other unavoidable circumstances. More 

about this will explained in the first class.  

（要約）第 2 回目から第 14 回目まで、ゲストス・ピーカーによる講義を予定しています。ただし、順番は前後することがあります。

また、やむを得ない理由によってゲスト・スピーカーが交代となる場合、各テーマは変更されます。詳細は、第 1 回目の講義時に

お伝えします。 

 

注意事項（Notice） 
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■FB084 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

Ｎａｔｉｖｅと学ぶ社会開発            新座 

(Local People's Perspectives in Social Development) 

担当者名 

（Instructor） 

鈴木 弥生(SUZUKI YAYOI) 

リッチー，Ｚ．(RITCHIE ZANE AARON) 

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） 
CMP2211 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
2016 年度以降 1 年次入学者対象科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 This lecture will analyze the developmental issues as carried out with a previous emphasis on economic growth model.Also, 

you will learn about the importance of social development and the ideals and activities of International non-governmental 

organizations(NGOs), and other unique and community-based approaches as a medium for promoting social development. 

経済成長を重視して行われてきた開発の問題点を分析する。また、社会開発の重要性について学ぶ。社会開発の推進媒体とし

て、国際 NGOの理念と活動実態、草の根のコミュニティを基盤とする貴重なアプローチについて理解を深める。 

 

授業の内容（Course Contents） 

Economic growth-oriented assistance and development as led by developed countries and international organizations has 

caused numerous social and environmental issues on a global scale. A continuing worldwide gap between the rich and poor and 

environmental destruction affect us all. While the development model has its place, society needs to adopt measures to move 

away from current economic growth focused paradigm and move toward a people-centered approach and promote well-being, 

as recognized by NGOs, the United Nations and other community-based approaches. Comprehending developmental issues and 

the importance of social development as carried out with a previous emphasis on economic growth, and understanding of the 

ideals and activities of International NGOs as a medium for promoting social development are both important factors in 

understanding social development. 

先進諸国や国際機関主導による経済成長重視の援助や開発は、貧富格差の拡大や生態系の破壊といった新たな社会問題を引

き起こしてきた。これらの問題は一国内にとどまらず、世界規模での問題へと拡大している。そして今日では、国際的な視野から

議論すべき様々な課題が蓄積されている。そこで、開発モデルの見直しを行うなかで、経済成長よりも人間中心、人間の well-

being を第一に考えた発展の必要性が国連や国際 NGO等によって認識されるようになった。経済成長を重視して行われてきた

開発の問題点と社会開発の重要性、社会開発の推進媒体としての国際 NGO等の理念と活動実態を理解することは、社会開発

を学ぶうえで重要な要素となる。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction to the class and lecture(You are expected to attend the first class)  

2. Think Globally, Act Locally 

3. What is Think Globally, Act Locally?  

Increasing of social issues on a global scale and activities at the grassroots based sustainable development  

4. Social development issues 

  : The role of civil society for peace and social development in Mozambique   

5. Social development issues 

  : Promoting educational opportunities for orphaned and vulnerable children in Nairobi 

6. Social development issues 

  : The widening gap between the rich and poor in the United States  

7. Social development issues 

  : The establishment of a computer lab at a slum school in Nairobi 

8. Social development issues 

  : The Student Volunteer Army and the recovery following the Christchurch Earthquakes of  

  2010 and 2011 in New Zealand 

9. Promoting social development 

  : Case studies on micro credit  

10. Community-based approach 

  : The ideals and activities of NGOs constituting civil society 

11. Community-based approach 

  : The ideals and activities of NGOs constituting civil society 

12. Native Canadian Indians and community development 

  : Learning from the mistakes of the past 

13. Social Development: Think Globally, Act Locally 

   : The role of civil society and sustainable development activities at the grassroots level 

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

For more on the concept of social development, please refer to Suzuki（2016, pp.1-20）. More about this will explained in the 

first class.  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Attendance, participation and reaction papers 70％ (14 classes x 5% for each class)(70%)/最終レポート(Final Report)(30%) 

You must attend at least ten classes to be eligible to receive credit. 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. Yayoi Suzuki（鈴木弥生）、2016、『Foreign Aid and Social Development Issues in Bangladesh『バングラデシュ農村にみる外国

援助と社会開発』』、日本評論社（Nihon Hyoronsya, Japan［In Japanese］） 

2. Jun Nishikawa（ed.）(西川潤編著)、2007、『Reconstructing Social Science; Regional Peace and Endogenous Development『社会

科学を再構築する――地域平和と内発的発展』』、明石書店（Akashi Syoten, Japan［In Japanese］） 

3. Yayoi Suzuki (鈴木弥生)、2007、『Comilla Model in Bangladesh; the reality of rural development conducted under the initiative 

of developed countries in Jun Nishikawa（ed.）Reconstructing Social Science; Regional Peace and Endogenous Development, 

Chapter 5, pp.117-136.「バングラデシュのコミラモデルーー先進国がもちこむ農村開発の虚実」 西川潤編著『社会科学を再構築

する：地域平和と内発的発展』 第５章所収』、明石書店（Akashi Syoten, Japan［In Japanese) 

4. Yayoi Suzuki, Zane Ritchie. 2016. A study on the relevance of poverty and international labour migration－－the present 

situation of Bangladeshi migrants to the United States. Journal of the Institute of Community and Human Services, Rikkyo 

University, Japan, Vol.6 

More about this will explained in the first class.  

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

It is planned to invite guest speakers from the second to the thirteenth class. Although one guest speaker will take charge of 

each lecture, the order of each speaker or theme may change, depending on absence, or other unavoidable circumstances. 

Other important information will be provided in the first class. 

 

注意事項（Notice） 
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■FB101 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

入門・経済教室 

(Introduction to Economics) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
経済学で考える 

担当者名 

（Instructor） 
藤原 新(FUJIWARA ARATA) 

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） 
CMP2200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

身近な問題を経済学がどのように扱うのかを知る。伝統的な理論から最新の理論まで幅広く扱い、経済学を身近なものとしてとら

えることができるようにする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

ごみに価格はあるのか？失業はどうして生じるのか？経済学で環境問題は解決できるのか？経済学は人間の心理をどう扱うの

か？自分の利益だけを考えて行動すると、社会はどうなるのか？統計は信用できるのか？ 

さまざまな現代の課題を経済学はどのように理解し、解決しようとしているのか？経済学になじみのない学生にもわかるように、

わかりやすく解説します。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 価格ってどう決まるの？ 

3. 宇宙旅行の価格、ごみの価格、大学教育の価格 

4. 失業はどうして生じる？ 

5. 環境問題をどう解決するか 

6. フリーライダーをどうする？ 

7. 未知の将来にどう対処するか 

8. 犯罪者は黙秘するか自白するか ―ゲーム理論 

9. 経済学と心理学の融合 -行動経済学 

10. 人はなぜうそをつくのか 

11. 人は意外に合理的？ 

12. お金ってなに？ 

13. お金はだれが作るのか？ ―銀行と信用創造 

14. 統計数字に気をつけろ 

 

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

予習：事前に Backboardで提示する資料を読んでおおよその内容をつかんでおくこと。 

復習：講義後なるべく早い時期にノートを整理し、学んだ内容の定着に努めること。 

 

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(20%)/小テストあるいはレポート(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

テキストは用いず、パワーポイントの資料を用いて講義を行う。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

Blackboard を利用する。 

 

注意事項（Notice） 
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■FB102 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

入門・経済教室 

(Introduction to Economics) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
資本主義の「終焉」を考える 

担当者名 

（Instructor） 
佐々木 隆治(SASAKI RYUJI) 

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） 
CMP2200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

資本主義経済とその諸問題について社会経済学の観点から学ぶ 

 

授業の内容（Course Contents） 

経済格差の拡大や貧困の増大、労働問題の深刻化、環境破壊の進行、金融化による経済の不安定化など、現在の資本主義経

済は様々な問題を抱えています。また、先進国における経済の「長期停滞」が続くなか、資本主義の「終焉」について語る研究者

も増えてきています。本講義では、現代の資本主義経済が抱える諸問題を、社会経済学の古典的名著であるカール・マルクス

『資本論』の観点から検討し、資本主義経済の歴史的位置について考えてみたいと思います。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 『資本論』の世界①商品と貨幣 

3. 『資本論』の世界②資本 

4. 『資本論』の世界③資本蓄積 

5. 資本主義と労働問題 

6. 資本主義と貧困問題 

7. 資本主義と環境破壊 

8. 資本主義と金融化 

9. 資本主義と福祉国家 

10. 資本主義と新自由主義 

11. 資本主義の「始まり」と「終わり」①資本主義以前 

12. 資本主義の「始まり」と「終わり」②資本主義の「危機」 

13. 資本主義の「始まり」と「終わり」③ポスト資本主義 

14. まとめ 

 

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

講義において指示するテキストの箇所を予め読んでおくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

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

 

テキスト（Textbooks） 

1. 佐々木隆治、2016、『カール・マルクス』、筑摩書房 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FB103 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

入門・経済教室 

(Introduction to Economics) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
会計は誰のために 

担当者名 

（Instructor） 
内野 一樹(UCHINO KAZUKI) 

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） 
CMP2200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

さまざまな経済現象について、会計学の基礎的アプローチから学ぶ。 

 

授業の内容（Course Contents） 

会計がドライな数合わせではなく、いろいろな人々の思惑が絡んだ社会的な（人間くさい）行為であることが分かるように、個別企

業のケースを取り上げる。そこでは、勘定等の会計の基本ルールの習熟に努めるとともに、トヨタ自動車等の財務諸表を読み解

いていくことにする。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 会計は誰のために（授業計画表の配布） 

2. 貸借対照表と安全性 

3. 損益計算書と収益性 

4. 簿記一巡の手続①：仕訳と仕訳帳 

5. 簿記一巡の手続②：勘定記入と総勘定元帳 

6. 簿記一巡の手続③：集計検証と試算表 

7. 簿記一巡の手続④：決算と精算表 

8. 簿記一巡の手続⑤：貸借対照表と損益計算書 

9. 棚卸資産会計とトヨタ生産システム 

10. 連結会計と企業グループ 

11. 国際会計とグローバリゼーション 

12. 生産性会計と労働者 

13. CSR会計（企業の社会的責任会計）と地域社会 

14. 振り返り 

 

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、開講時に配布する授業計画表において行う。 

テキストのデータを最新のものに置き換えながら授業を進めるので、該当箇所を読んでおいてほしい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(70%)/コメントカード兼出席票の内容(30%) 

開講時（4 月）に授業計画表を配布し確認する。 

 

テキスト（Textbooks） 

できるだけ新しいテキストを採用する予定である。担当教員が開講時(4 月）に指示する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 熊谷重勝・内野一樹、2011、『社会化の会計』、創成社 (ISBN:978-4-7944-1428-1) 

2. 小栗崇資 他、2017、『スタートガイド会計学』、中央経済社 (ISBN:978-4-502-21771-5) 

3. 渡邉 泉、2017、『会計学の誕生：複式簿記が変えた世界』、岩波書店 (ISBN:978-4-00-431687-9) 

授業の中で随時紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FB104 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

入門・経済教室 

(Introduction to Economics) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
市場の役割と限界を理解し、経済の諸問題を読み解く 

担当者名 

（Instructor） 
石井 優子(ISHI YUKO) 

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） 
CMP2200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

市場の役割と限界を理解し、経済の諸問題を読み解く。 

 

授業の内容（Course Contents） 

市場という概念を用いて、経済学および経済の基本的な考え方を理解する。 

経済学の基礎的概念である市場の役割と限界を中心に、経済学および経済の基本的な考え方について講義を行う。さらに、そ

の「市場の役割と限界」という視点から、現実に生じている経済の諸課題として「所得分配と貧困」、「グローバリゼーション」という

2 つのテーマについて考察し、学生の理解を深めたい。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 市場経済とは何か 

3. 市場の役割 

4. 市場の限界と国家の役割① 

5. 市場の限界と国家の役割② 

6. 市場経済と経済学の歴史① 

7. 市場経済と経済学の歴史② 

8. 所得分配と貧困① 

9. 所得分配と貧困② 

10. 所得分配と貧困③ 

11. グローバリゼーションの進展と諸課題① 

12. グローバリゼーションの進展と諸課題② 

13. グローバリゼーションの進展と諸課題③ 

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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■FB105 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

統計情報で社会・経済を診断する 

(Statistical Analysis of Society and Economy) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
各種統計でみる社会 

担当者名 

（Instructor） 
濱本 真一(HAMAMOTO SHINICHI) 

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） 
CMP2200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

現代日本社会・経済を各種主要統計から概観し、その実態を把握する。現代社会において統計が担う役割を理解する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

講義では毎回社会・経済の一分野をとりあげ各種統計から現状認識するとともに、その背景や社会全体にもたらす影響等を体系

的に学習する。また、関連する主要統計の特徴や性質、統計の作成過程、統計利用の意義や利用上の限界点なども併せて学

習する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 公的統計の体系 

3. 社会調査法の基礎 

4. 人口統計 

5. 家計統計 

6. 労働統計 

7. 産業統計と企業統計 

8. 変化をとらえる 

9. 物価統計 

10. 国民経済計算 

11. 統計データの活用 1 

12. 統計データの活用 2 

13. 統計と統計学 

14. まとめ 

 

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

毎回配布するレジュメを再読し，不明な点がないか確認すること。インターネットの利用や図表の作成についての解説があった場

合には，実際に同様の作業が出来るかも確認するようにすること。指定された文献等から、統計に関する疑問点や論点を主体的

に整理していくことが理解を深めることにつながる。 

予復習にかける時間は 1 回の授業あたり概ね 150 分が目安である。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(90%)/平常点（コメントペーパーの提出および議論の貢献度）(10%) 

期末試験はすべて持ち込み可 2018 年 4 月 30 日更新（誤記訂正）【変更前】期末試験は資料持ち込み可 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 梅田雅信・宇都宮浄人、2009（第 3 版）、『経済統計の活用と論点』、東洋経済新聞社 

2. 松井博、2008、『公的統計の体系と見方』、弘文堂 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

その他に参考文献がある場合には講義内において適宜紹介する。 

e-stat「政府統計の総合窓口」の情報を利用する。 

 

注意事項（Notice） 
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■FB106 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

景気・格差問題と統計情報 

(Business Indices, Disparities and Statisticsconomy) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
景気・格差問題についての実態を実際の統計情報を通じて理解する 

担当者名 

（Instructor） 
濱本 真一(HAMAMOTO SHINICHI) 

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） 
CMP2200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「景気」や「格差」といった言葉は日常でも多く用いられ、社会問題として注目されることが多い。しかしながら「景気」や「格差」が

示す内容は多岐にわたり、実態としてこれらをとらえるのは容易ではない。本講義では、統計情報を利用してこれらの問題につい

ての理解を深め、社会が抱える問題を論じるための視点を得ることを目的とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

現代日本の社会問題を集約する「景気」や「格差社会」問題について，統計情報を利用してその現状を理解することを学ぶ。 

授業は概ね講義形式で行うほか、いくつかの論点について議論をする時間も設ける。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス（景気とは 格差社会とは） 

2. 公的統計データへのアクセス 

3. 景気循環と経済統計 

4. 各種統計を利用した景気分析 

5. 景気動向指数と消費者統計 

6. 日本の人口動向と格差社会 

7. 労働統計に見る格差 

8. 賃金統計に見る格差 

9. 所得と資産に関する格差 

10. 国民生活統計からみる格差 

11. 格差研究の最前線：理論と方法 

12. 格差研究の最前線：格差と多様性 

13. 格差の国際比較 

14. まとめ 

 

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

授業後，毎回配布するレジュメを再読し，不明な点がないか確認すること。インターネットの利用や図表の作成についての解説が

あった場合には，実際に同様の作業が出来るかも確認するようにすること。予復習にかける時間は 1 回の授業辺り 150 分が目

安である。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(100%) 

期末試験はすべて持ち込み可。平常点はないが理解を深めるための積極的な議論への参加を期待する。2018 年 4 月 30 日更

新（誤記訂正）<br>【変更前】期末試験は資料持ち込み可。平常点はないが理解を深めるための積極的な議論への参加を期待す

る。 

 

テキスト（Textbooks） 

特に指定せず，毎回レジュメを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 梅田雅信・宇都宮浄人、2009（第 3 版）、『経済統計の活用と論点』、東洋経済新聞社 

2. 松井博、2008、『公的統計の体系と見方』、日本評論社 

3. 橋本健二、2010、『「格差」の戦後史――階級社会日本の履歴書』、河合書房 

4. 嶋中雄二 et al.編、2009、『先読み！景気循環理論』、日本経済新聞出版社 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

その他に参考文献がある場合には講義内において適宜紹介する。 

e-stat「政府統計の総合窓口」を随時使うので，事前によくみておくこと。 
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注意事項（Notice） 
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■FB107 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

法と社会 

(Law and Society) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
法律学案内 

担当者名 

（Instructor） 
長谷川 遼(HASEGAWA RYO) 

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） 
CMP2200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

2016 年度以降 1 年次入学者対象科目 

法学部所属学生随意科目（卒業要件単位に含むことはできない） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

法律学とはどのような学問であるか、法がどのように社会に関わっているかを知る 

 

授業の内容（Course Contents） 

 法律学と聞くとどこか無味乾燥なお堅い分野に感じ、生活の中で法との関わりを実感することもあまりない人が多いと思いま

す。しかし実際には、法律学はとても豊かで味わい深い内容を持っており、法は私たちの社会の至るところで重要な役割を果たし

ています。この授業では、法律学においてどのようなこスタイルの議論がなされているのか、どのような法分野が私たちの生活と

どのように関わっているのか、という点について、様々な分野の議論を紹介しつつ検討していきます。 

 授業では、最初に法律学における議論・思考の型を簡単な例を使って実感してもらいます。その後は、民事法・刑事法・公法の

各分野から、身近な、あるいは、時事的な問題を取り上げて、実際の法律について上述の議論・思考の型も念頭に置きつつ、検

討していきます。 

 なお、授業では学生への質問も活発に行う予定なので、積極的な受講態度が期待されます。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 法律学とはどのような分野か 

2. 民事法１ 

3. 民事法２ 

4. 民事法３ 

5. 民事法４ 

6. 民事法５ 

7. 民事法６ 

8. 刑事法１ 

9. 刑事法２ 

10. 刑事法３ 

11. 公法１ 

12. 公法２ 

13. 公法３ 

14. まとめ 

 

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

適宜検討課題を示す 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

適宜参考文献を示す 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FB108 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

法と社会 

(Law and Society) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
経済社会と法 

担当者名 

（Instructor） 
早川 雄一郎(HAYAKAWA YUICHIRO) 

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） 
CMP2200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
法学部所属学生随意科目（卒業要件単位に含むことはできない） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

経済社会において法がどのような役割を果たしているのかについての理解を深めること 

 

授業の内容（Course Contents） 

私たちが経済生活を送るうえで、法律は欠かせない役割を果たしている。この講義では、経済社会に関係する事柄のうち、特に

消費者に関連する問題を取り上げ、消費者を保護するために法がどのような仕組みを設けているのかを学習する。 

授業時には学生に対して質問を行い、発言を求めることを予定している。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 市場と法：市場機能を通じた消費者の保護① 

3. 市場と法：市場機能を通じた消費者の保護② 

4. 市場と法：市場機能を通じた消費者の保護③ 

5. 不当表示と景品の規制①商品やサービスの表示の規制 

6. 不当表示と景品の規制②景品の規制（「おまけ」などの規制） 

7. 不当表示と景品の規制③「公正マーク」の意味 

8. 消費者被害と法①契約の成立、未成年者・高齢者の消費者被害 

9. 消費者被害と法②消費者契約法の仕組み 

10. 消費者被害と法③特定商取引法、クーリングオフ 

11. 消費者被害と法④電子商取引、通信販売、マルチ商法とネズミ講 

12. 消費者被害と法⑤クレジットカードの仕組みと規制 

13. 消費者被害と法⑥製造物責任 

14. まとめ 

 

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

授業時に指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 坂東俊矢・細川幸一、2014、『１８歳から考える消費者と法（第 2 版）』、法律文化社 (ISBN:9784589036124) 

消費者庁「事例でわかる景品表示法」 

http://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/pdf/fair_labeling_160801_0001.pdf 

 

参考文献（Readings） 

1. 杉浦市郎編、2015、『新・消費者法これだけは（第 2 版）』、法律文化社 (ISBN:9784589037046) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FB109 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

法と社会 

(Law and Society) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
働く人生と法 

担当者名 

（Instructor） 
神吉 知郁子(KANKI CHIKAKO) 

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） 
CMP2200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

2016 年度以降 1 年次入学者対象科目 

法学部所属学生随意科目（卒業要件単位に含むことはできない） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

労働関係で生じる諸問題の検討を通じて、法や法的考え方の特徴、法の社会での役割、社会の変化と法の関係について、理解

を深めること 

 

授業の内容（Course Contents） 

法律ときくと、何か私たちを縛るものと思われがちです。また、法律の勉強というと、六法をひきながら難しい条文を覚えるというイ

メージで、敬遠されることがあります。しかし、法律は、社会生活を営むルールとして、実は私たちを守ってくれているのです。ただ

し、そのルールを、細かいところまで全て法に書き込むことはできません。そこに解釈の余地がうまれます。社会の規範として法

がどうあるべきか、どう解釈すべきかは、人によって意見が異なり、社会の変化によっても変わってきます。法律を学ぶことは、こ

のような法の特質と社会のあり方をダイナミックに捉えることなのです。この授業では、皆さんが近い将来一歩を踏み出す労働市

場の問題と関連法を題材として、社会における法のあり方を学んでいきます。授業計画は，受講者の関心や進捗状況により，適

宜変更します。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション：法と法学の入り口 

2. 働く人生の諸問題 

3. 採用内定と法 

4. 解雇と法① 

5. 解雇と法② 

6. 賃金と法① 

7. 賃金と法② 

8. 労働時間と法① 

9. 労働時間と法② 

10. 労働災害と法 

11. 働く女性と法 

12. 非正規労働と法 

13. 労働紛争の救済方法 

14. 総括：労働社会における法とは 

 

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

授業時に指示します。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

授業時に指示します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FB110 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

政治と社会 

(Politics and Society) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
データで見る貧困・労働・生活保障の政治学 

担当者名 

（Instructor） 
笠井 昭文(KASAI AKIFUMI) 

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） 
CMP2200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
法学部所属学生随意科目（卒業要件単位に含むことはできない） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 日本社会に拡がる貧困、止まらない少子高齢化の進行、仕事も子育ても真っ最中の現役世代を支える公的支援の乏しさ、過酷

さを増す労働現場、なかなか拡がらない「女性の活用」…。これらの問題は、日本社会のどのような雇用慣行や社会保障の性格

から、また政府の政策方針や私たちの価値観から生み出されているのかについて理解を深めていきたいと思います。また、問題

解決に向けた生活保障の新しい構想についても紹介することで、日本社会を変えていく道筋を見出したいと思います。 

 

授業の内容（Course Contents） 

 貧困が拡大しているのはなぜか、「ブラック企業」のような過酷な労働現場が生まれるのはなぜか、「女性の活躍」を謳うことが

なぜ女性を追い詰めることになるのか等々、現在の日本社会が抱える構造的な社会問題を豊富なデータを示しながら解き明かし

ていきます。同時にこれらの問題を解決するために諸外国で行われている様々な試みや政策についても紹介します。最終的に

は持続可能な新しい社会の姿をイメージしてもらうことで、皆さん自身の政治と社会を視る眼を培っていきたいと思います。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 見えにくい貧困を見えるようにするために 

2. 戦後日本の生活保障の特徴と問題 

3. 非正規雇用労働者への転換がもたらしたもの 

4. 均等待遇・同一価値労働同一原則を確立する必要 

5. ヨーロッパの雇用システムとヨーロッパの学生の就職活動 

6. 日本の雇用システムと日本の学生の就職活動 

7. 過労死・過労自殺の背景にあるもの、長時間過重労働の様々な弊害 

8. 日本型雇用の延長線上に位置する「ブラック企業」 

9. 日本の女性の働き方と生き方、「女性の活用」はなぜ失敗するのか 

10. 職務給を補う人生前半の社会保障、企業内福祉から普遍的な福祉へ 

11. 無限定な働き方を見直す、誰もが羽ばたいていける社会をつくる 

12. ベーシック・インカムは可能か、税と社会保障の一体改革 

13. 参加支援による交差点型社会という試み 

14. 福祉国家はどこへ向かうのか 

 

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

 毎回の講義で小レポート課題を提示します。提示した課題について自分なりの考えをまとめ、他人が読んでも恥ずかしくない文

章に仕上げる作業を４回以上してもらうことになります。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(60%)/講義で毎回提示する小レポート課題を４回以上提出（３回以下では成績評価の対象となりませ

ん）。(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

 毎回、講義内容を概略したレジュメを配布します。 

 

参考文献（Readings） 

 配付するレジュメや資料の中で随時紹介します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 授業計画は、学生の関心や理解に配慮して随時組み替えていきます。 

 

注意事項（Notice） 
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■FB111 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

政治と社会 

(Politics and Society) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
アメリカの政治と社会を理解する 

担当者名 

（Instructor） 
佐々木 卓也(SASAKI TAKUYA) 

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） 
CMP2200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
法学部所属学生随意科目（卒業要件単位に含むことはできない） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

アメリカの政治と社会に関する基本的知識の習得をめざす 

 

授業の内容（Course Contents） 

授業ではテキストを利用しながら進めます。双方向型の講義のため、毎回冒頭に、出席者（複数）に関心を覚えたアメリカの政

治、社会、外交などに関する最新の新聞記事を紹介してもらいます。私も新聞記事のコピーを配布します。私がそれらにコメント

をした上で、授業計画に従い、各テーマに関する説明を行います。ちょうど学期中に中間選挙があるので、それについても解説し

ます。20 名～30 名のクラスサイズを前提に、毎回のコメントカードの提出を求めます。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. はじめに―トランプ政権の一年半 

2. マクロ的特徴―アメリカの建国・憲法・入植 

3. マクロ的特徴―超大国アメリカとグローバル化 

4. アメリカ民主主義のダイナミズム―選挙の仕組み 

5. アメリカ民主主義のダイナミズム―政党と利益団体 

6. アメリカ民主主義のダイナミズムー政策形成過程 

7. 統治機構ー大統領制 

8. 統治機構―議会 

9. 統治機構―司法 

10. 統治機構―地方自治と連邦制 

11. 争点と政策―思想・イデオロギー 

12. 争点と政策―政治・文化・宗教、マイノリティー 

13. 争点と政策―外交と安全保障 

14. まとめ・総括 

 

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

授業内で指示されるテキストの該当部分を事前に精読してください。20 名～30 名程度のクラスサイズを前提に、コメントカードの

毎回の提出を予定しています。アメリカに興味をもっている学生の履修を望みます。新しいテーマに入るたびに、Blackboardにレ

ジュメをアップします。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(50%)/中間テスト(30%)/新聞記事の紹介、コメントカード(20%) 

中間テスト（30％）と期末試験（50％）を行います。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 久保文明、2017、『アメリカ政治』第三版、有斐閣 

 

参考文献（Readings） 

1. 久保文明編、2013、『アメリカの政治』新版、弘文堂 

2. 西山隆行、2014、『アメリカ政治』、三修社 

3. 斉藤真・古矢旬、2012、『アメリカ政治外交史』第二版、東京大学出版会 

4. 有賀貞、2012、『ヒストリカルガイド・アメリカ』改訂新版、山川出版社 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 



 - 188 - 

■FB112 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

グローバル社会における法と政治 

(Law and Politics in Global Society) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
グローバル化以前からグローバル社会へ 

担当者名 

（Instructor） 
高橋 和則(TAKAHASHI KAZUNORI) 

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） 
CMP2200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

①現代のグローバル社会の基本的性格を理解する。 

②現代的な問題がどのように歴史的に形成されてきたかを把握する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

①諸社会がグローバル化でどのような変化をこうむったのか、主要国を中心に講義する。 

②専門科目などでは、基礎的であるがゆえに説明に多く時間を割けない概念や歴史的経緯があり、それらは社会において常識

として扱われることもある。本講義ではそうした知識の一端を提供することも考慮している。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 本講義の目的と課題 

2. グローバル社会とは何か 

3. グローバル化以前①帝国的分割 

4. グローバル化以前②冷戦期の東西分割１ 法的側面 

5. グローバル化以前②冷戦期の東西分割２ 政治体制的側面 

6. グローバル化以前②冷戦期の東西分割３ 先進国とそれ以外 

7. グローバル社会① 戦後和解体制の崩壊 

8. グローバル社会② 民族問題とナショナリズム 

9. グローバル社会③ 国際労働力移動 

10. グローバル社会④ 移民難民問題 

11. グローバル社会⑤ ポピュリズム 

12. グローバル社会⑥ 環境と経済発展 

13. グローバル社会⑦ 国際司法 

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初回講義時に指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

随時レジュメを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 『レジュメ末尾に掲載された書籍』 

2. 『政治学事典』、弘文堂 

3. 『社会学事典』、弘文堂 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FB113 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

グローバル社会における法と政治 

(Law and Politics in Global Society) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
家族・労働・健康 ～自由の視点から考える～ 

担当者名 

（Instructor） 
宮澤 弘(MIYAZAWA HIROSHI) 

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） 
CMP2200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

社会問題について法的視点を通して考える力を養います。 

 

授業の内容（Course Contents） 

この授業では、社会に影響を与え続けているいくつかの問題について、法的な視点から捉えなおして論点の整理を試みます。取

り上げるのは、代理出産、外国人労働者、そして感染症対策に関する問題です。これらについて「個人の自由」および「他者との

公正な関係」という切り口から分析と検討を進めていきます。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. はじめに（授業テーマの説明、成績評価の方法、参考文献の紹介など） 

2. 子の福祉と夫婦の選択１（ある裁判事例） 

3. 子の福祉と夫婦の選択２（法律上の諸問題） 

4. 子の福祉と夫婦の選択３（生命倫理における議論１） 

5. 子の福祉と夫婦の選択４（生命倫理における議論２） 

6. 子の福祉と夫婦の選択５（ビデオ視聴） 

7. 外国人労働者と居住の権利１（外国人技能実習生の問題） 

8. 外国人労働者と居住の権利２（問題の整理） 

9. 外国人労働者と居住の権利３（移民をめぐる正義の問題１） 

10. 外国人労働者と居住の権利４（移民をめぐる正義の問題２） 

11. 公衆衛生と個人の自由１（エボラ出血熱の大流行） 

12. 公衆衛生と個人の自由２（新型インフルエンザをめぐる対策と諸問題１） 

13. 公衆衛生と個人の自由３（新型インフルエンザをめぐる対策と諸問題２） 

14. 公衆衛生と個人の自由４（新型インフルエンザをめぐる対策と諸問題３） 

 

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

事前に配布した資料は必ず読んでくること。その他の指示は必要に応じて授業時に適宜行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

テキストは指定しない。毎回のレジュメに加え必要な資料を適宜配布する。 

 

参考文献（Readings） 

初回授業時に紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FB114 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

現代のビジネスを学ぶ 

(Fundamentals of Contemporary Business) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
イノベーションの戦略的マネジメント 

担当者名 

（Instructor） 
山﨑 秀雄(YAMASAKI HIDEO) 

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） 
CMP2200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2016 年度以降 1 年次入学者対象科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

本授業での学修を通じ、以下のような知識や能力を修得することが主たる目標である。 

(1) マネジメント研究の発展過程や経営組織・経営戦略に関する基礎概念について説明ができるようになる。 

(2) 企業におけるイノベーションとそのマネジメントにかかわるキー・コンセプトについて説明ができるようになる。 

(3) それらの知識をもとに現実の企業の行動を分析し、その課題や今後の方向性について自らの見解を示すことができるように

なる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

前半は経営学初学者向けに、経営学の基礎、すなわちマネジメント研究の発展過程や経営組織・経営戦略に関する基礎概念に

ついて、具体的な企業の事例等も紹介しつつ、講義する。 

後半は特に企業におけるイノベーション（新たな顧客価値の創造）にフォーカスし、その実現と戦略や組織マネジメントとの関係に

ついて議論する予定である。 

なお授業は主に講義形式で進めるが、授業内に受講生へ様々な問いかけを行う等、可能な限り双方向的アプローチでの授業を

試みたい。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション：世界一大きな企業・日本一大きな企業 

2. 「ホワイトデー」と経営理念・組織・戦略 

3. 「アメリカ最古のテーマパーク」と企業成長 

4. マネジメント研究の発展過程：科学的管理法、人間関係論 

5. マネジメント研究の発展過程：モチベーション論 

6. 企業を取り巻く「環境」 

7. 経営組織の基礎概念 

8. 経営戦略策定のためのマネジメント・ツール 

9. イノベーションの定義：明太子パスタは和食かイタ飯か 

10. イノベーションを巡る日本企業の現状：「ガラケー」の経営学 

11. イノベーションのパターン：発生、普及、進化 

12. イノベーターのジレンマ：業界のリーダーが急速に競争優位性を失う理由 

13. バリュー・イノベーション：競争ルールを変えるブルー・オーシャン戦略 

14. オープン・イノベーション：競争と共創のマネジメント 

 

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

本授業は毎回の知識の積み上げにより理解が深まる構成になっている。受講生は授業で説明された概念やフレームワークをし

っかり復習し理解したうえで、次の回の授業に臨むこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(60%)/授業内ショートレポート(20%)/課題レポート(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特に指定せず、各回のテーマに沿ったハンドアウトを適宜配付する予定である。  

 

参考文献（Readings） 

1. 十川廣國、2013、『【経営学イノベーション】1 経営学入門(第 2 版) 』、中央経済社 (ISBN:978-4502475207) 

2. 近能善範・高井文子、2010、『コア・テキスト イノベーション・マネジメント』、新世社 (ISBN:978-4883841585) 

3. 一橋大学イノベーション研究センター、2017、『イノベーション・マネジメント入門〈第 2 版〉』、日本経済新聞出版社 (ISBN:978-

4532134747) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■FB115 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

現代のビジネスを学ぶ 

(Fundamentals of Contemporary Business) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
現代マーケティングの理論と実践 

担当者名 

（Instructor） 
岩下 仁（IWASHITA HITOSHI） 

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） 
CMP2200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2016 年度以降 1 年次入学者対象科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

マーケティング論とその周辺科目（製品戦略、サービス・マーケティング、ブランド戦略、グローバル・マーケティング）について、身

近な事例をとりあげながら、マーケティングの基本的な理論や枠組みを習得することを目標としている。 

 

授業の内容（Course Contents） 

授業内容は、マーケティングがどのようなものなのかを学ぶことにある。従って、マーケティングの理論がどのように展開されてい

るか、身近な事例を取り上げながら、講義を進めていく。その際には、製品戦略、サービス・マーケティング、ブランド戦略、そして

グローバル・マーケティングなど、本講義と隣接する科目との関係にふれる事でバランスのとれた内容とする予定である。 

また、学生から一定の要望があった場合、マーケティングに携わるビジネス・パーソンをゲスト・スピーカーとしてお呼びする。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション、本講義の全体像と流れ 

2. マーケティングの基本的枠組み① （現代マーケティングとは何か、コンセプト、ニーズなど） 

3. マーケティングの基本的枠組み② （マーケティングのＳＴＰ、顧客満足とは何か） 

4. マーケティングの基本的枠組み③ （５つ目のＰとしてのパッケージ） 

5. 製品戦略① （製品開発のプロセス、近年のアイデア思考法） 

6. 製品戦略② （ＰＬＣと計画的陳腐化） 

7. マーケティングにおけるデザイン戦略 

8. サービス・マーケティング① （サービス・マーケティングの基本的な考え方） 

9. サービス・マーケティング② （サービス・マーケティングの新たな視点） 

10. ブランド論① (ブランドの基本的な考え方） 

11. ブランド論② (ブランドの要素） 

12. ブランド論③ （ブランド資産とは何か） 

13. ブランド論④ （ブランドをどのように拡張するのか） 

14. グローバル・マーケティング 

 

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

講義前に、Blackboard上にアップした資料に目を通しておくと、理解がより深まると思います。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(60%)/出席状況、リアクションペーパー(40%) 

リアクションペーパーに優れた解答を記述した学生には、加点を行います。 

 

テキスト（Textbooks） 

使用する教材については、講義前に Blackboard上にアップします。 

 

参考文献（Readings） 

1. 有馬 賢治、岡本純ほか、2015、『マーケティング・オン・ビジネス』、新世社 

2. 有馬 賢治、2006、『マーケティング・ブレンド―戦略手段管理の新視角』、白桃書房 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

ＨＰやアドレス等については、以下をご参照ください。 

http://hyoka.ofc.kyushu-u.ac.jp/search/details/K005000/index.html 

 

注意事項（Notice） 
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■FB116 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

現代のビジネスを学ぶ 

(Fundamentals of Contemporary Business) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
コーポレートガバナンスの観点より 

担当者名 

（Instructor） 
粟屋 仁美(AWAYA HITOMI) 

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） 
CMP2200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2016 年度以降 1 年次入学者対象科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

この科目は現代の新たなビジネスにおいて、コーポレート・ガバナンスの観点より以下の基礎的学びを行う。 

（1）企業（所有と経営と支配）の基礎的な知識を習得できる 

（2）社会と企業の関係について理解できる 

（3）時代の変遷と企業の変化について理解できる 

 

授業の内容（Course Contents） 

我々の社会にとって企業は必要不可欠な存在と言っても過言ではない。本講義では、社会に大きな影響を与える企業の仕組み

や、組織のシステム、また経営の方法について、コーポレートガバナンスの観点より学ぶ。 

これは、企業の社会における役割や存在意義を学ぶことでもある。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 企業システム 1：企業・会社の概念と諸形態 

2. 企業システム 2：所有・経営・支配と経営目的 

3. 企業システム 3：所有・経営・支配と企業の成長 

4. 企業システム 4：株式会社の発展と経営機能 

5. 企業システム 5：コーポレートガバナンス概念 

6. 企業システム 6：コーポレートガバナンスと日本的経営 

7. 企業経営の実態を学ぶ：実務者の招聘講義 

8. 経営戦略 1：経営戦略のトレンド 

9. 経営戦略 2：全社戦略・事業戦略・機能別戦略  

10. 経営戦略 3：経営戦略の策定プロセス 

11. 経営戦略 4：経営資源と戦略 

12. 経営組織 1：経営組織の基本形態 

13. 経営組織 2：組織の制度・管理・文化 

14. 経営管理：経営機能と管理機能 

 

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

授業時間外の学習は、必要に応じて授業内で指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(60%)/コメントペーパー(40%) 

欠席回数が 4 回を超えたものについては D 評価とする。 

 

テキスト（Textbooks） 

購入を必須とするテキストは無いが、参考文献との兼ね合いを授業時に適宜紹介する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 亀川雅人、2008、『10 代からはじめる株式会社計画』、創成社 (ISBN:978-4794422934) 

2. 大平浩二 編著、2016、『ステークホルダーの経営学<第 2 版>』、中央経済社 (ISBN:978-4502186615) 

3. 一般社団法人日本経営協会 監修、2015、『経営学検定試験公式テキスト①経営学の基本』、中央経済社 (ISBN:978-

4502124211) 

4. 粟屋仁美、2012、『CSR と市場―市場機能における CSRの意義』、立教大学出版会 (ISBN:978-4901988193) 

 

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あるが、資料の配布はあえてしないため、自身で要点を把握し、メモをすることが必

要である。 

学生への質問も活発に行うため、積極的な受講態度が期待される。 
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注意事項（Notice） 
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■FB117 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

企業と社会 

(Business and Society) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
企業の社会経済的役割とは――経営･経済･歴史学的観点から考える 

担当者名 

（Instructor） 
大塩 量平(OSHIO RYOHEI) 

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） 
CMP2200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

社会全体の中で企業が担う役割について、日本と海外主要国の企業の事例の比較や理論･モデルの検討などを通して多角的に

考えるための基本的知識と考え方を身につける 

 

授業の内容（Course Contents） 

企業活動とは、国際／国内／地域社会や文化との関わりの中で如何にして発達･多様化し、また企業活動とは社会･文化にとっ

てどのような意義･影響を有するのだろか、そして今後の企業活動に求められるものは何だろうか。 

本講義では、これらのことを経営･経済･歴史学的観点を中心に多角的に講義する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス――企業とは何か 

2. 企業活動と業界そして社会①―― 機械製造業その 1～日本の事例～ 

3. 企業活動と業界そして社会②―― 機械製造業その 2～日本･ヨーロッパの事例～ 

4. 企業活動と業界そして社会③――鉄道事業その 1～イギリスの事例～ 

5. 企業活動と業界そして社会④――鉄道事業その 2～日本の事例～ 

6. 企業活動と業界そして社会⑤――アパレル産業(メーカ／卸)～日本･フランスの事例～ 

7. 企業形態と経済社会①――19世紀欧米の工業化と企業：技術革新、競合と協調、市場の生成 

8. 企業形態と経済社会②――19世紀末～戦前の欧米の大企業＝現代企業の特質の形成 

9. 企業形態と経済社会③――戦前～戦後の欧米と日本の企業活動 

10. 企業形態と経済社会④――20世紀後半の日米欧の企業活動 

11. 企業形態と経済社会⑤――現代のグローバル化と企業の変化 

12. 企業の社会的責任：｢本業｣と｢社会貢献｣① 

13. 企業の社会的責任：｢本業｣と｢社会貢献｣② 

14. まとめ 

 

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

各種メディアの経済ニュースや社会問題を扱った論評に目を向け、企業が社会経済･文化的にどんな役割を果たしているか考え

てみる。 

その他、授業内容に応じて指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

指定なし（各授業でやや詳しいプリントを配布） 

 

参考文献（Readings） 

1. 鈴木良隆・大東英祐･武田晴人、2004、『ビジネスの歴史』、有斐閣 (ISBN:4641122288) 

2. 橘川武郎･平野創･板垣暁（編）、2014、『日本の産業と企業』、有斐閣 (ISBN:9784641220355) 

3. 中川功一、林正、多田和美、大木清弘、2015、『はじめての国際経営』、有斐閣 (ISBN:9784641150171) 

その他は講義中に指示。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

各講義での質問や感想などはリアクションペーパーを通して教員に知らせてほしい。内容によっては次回以降の講義中に解説す

るなど、講義内容に反映させたい。 

 

注意事項（Notice） 
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■FB118 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

企業と社会 

(Business and Society) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
環境適応と企業の仕組み 

担当者名 

（Instructor） 
細萱 伸子(HOSOGAYA NOBUKO) 

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） 
CMP2200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

企業が直面する環境変動について対応しながらも、競争力、アイデンティティ、公正さを維持しようとする仕組みについて理解を

深める。 

 

授業の内容（Course Contents） 

講義を主体とする。必要に応じてケース、映像などを利用する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 組織と戦略（1） 

3. 組織と戦略（2） 

4. 組織と戦略（3） 

5. 組織と戦略（4） 

6. 人材のマネジメント（1） 

7. 人材のマネジメント（2） 

8. 人材のマネジメント（3） 

9. 人材のマネジメント（4） 

10. 経営者とガバナンス（1） 

11. 経営者とガバナンス（2） 

12. 環境変動と CSR（1） 

13. 環境変動と CSR（2） 

14. まとめ 

 

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

事前に Blackbardに掲示した資料をダウンロードして授業に持参する。 

テキストの関連する部分を自習する。用語などわからない点を記録しておく。 

その他 Blackbardに挙げられている事前準備の指示に従う。 

授業を受けて疑問が解消されたか確認する。解消できない場合は次回質問する。 

授業中に出た指示に従って課題などを行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(70%)/リアクションペーパーなど(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 鈴木秀一・細萱伸子・出見世信之・水村典弘、2017、『経営のルネサンス』、文眞堂 (ISBN:987-4-8309-4938-8) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FB119 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

現代社会と環境 

(Contemporary Society and Environment) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
環境問題の深層から社会のあり方を問い直す 

担当者名 

（Instructor） 
穴見 愼一(ANAMI SHINICHI) 

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） 
CMP2200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

環境破壊が，実は自然環境だけではなく，人間自身とその文化・社会にまでおよぶものであるという「環境問題の構造的な連関」

を理解する。また，その中で「現代社会の問題の本質」を見極め，「環境とは何か」「人間とは何か」を問い直しつつ，日本社会の

あるべき姿を考える。 

 

授業の内容（Course Contents） 

環境破壊における過去の教訓に学び，「足尾銅山鉱毒事件」，「水俣病事件」，そして「フクシマ」を貫く現代社会の問題の本質に

迫る。特に、「3.11」から 5 年を待たずして原発が再稼働された今日、「現代社会と環境」の視点から「フクシマ」の意味を明らかに

することを試みる。また，「真の文明とは何か」を多面的に問う作業を通じて，問題の解決に向け，農業という人間の営みのもつ可

能性へと議論を接続する仕方で，今後の日本社会の展望を探りたい。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 現代社会の構図 1：水俣病事件に学ぶ 

3. 現代社会の構図 2：人間にとって「責任」とは何か 

4. 現代社会の構図 3：キャピタリスト・デモクラシー（資本主義的民主主義）の源流を辿る 

5. 現代社会の構図 4：人間にとって「自由」とは何か 

6. 中間まとめ 

7. 現代社会の根本問題 1：「所有」という神話 

8. 現代社会の根本問題 2：「自己責任」論 

9. 現代社会の根本問題 3：環境破壊の深層 

10. 現代社会と環境 1：東日本大震災を考える 

11. 現代社会と環境 2：「フクシマ」を受けとめる 

12. 現代社会と環境 3：原発問題の深層に迫る 

13. 現代社会と環境 4：人間とは如何なる存在か――環境破壊の教訓に学ぶ 

14. 現代社会と環境 5：どうする日本！――「農的社会」の可能性を問う 

 

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

基本的なことは初回のガイダンスで指示する。また、必要に応じ、他の回でも適宜指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(70%)/コメントペーパーの内容(15%)/小レポート(15%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 澤 佳成、2010、『人間学・環境学からの解剖―人間はひとりで生きてゆけるのか』、梓出版社 (ISBN:978-4-87262-232-4) 

 

参考文献（Readings） 

1. 尾関周二・亀山純生・武田一博・穴見愼一編著、2011、『〈農〉と共生の思想―＜農＞の復権の哲学的探求』、農林統計出版 

(ISBN:978-4-89732-229-2) 

2. 尾関周二・武田一博編、2012、『環境哲学のラディカリズム―3.11 をうけとめ脱近代へ向けて』、学文社 (ISBN:978-4-7620-

2320-0) 

3. 上柿崇英・尾関周二編、2015、『環境哲学と人間学の架橋―現代社会における人間の解明』、世織書房 (ISBN:978-4-

902163-78-0) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

筆記試験は「すべて持込み可」とする。 

 

注意事項（Notice） 
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■FB120 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

情報と倫理 

(Information Ethics) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
ネット時代のソーシャル・リテラシー 

担当者名 

（Instructor） 
高橋 慈子(TAKAHASHI SHIGEKO) 

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） 
CMP2200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2006 年度以降 1 年次入学者対象科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

モバイル機器の利活用や人工知能（AI）の普及など、大きく変わる情報通信技術と社会において，知っておくべき知識やルール

やモラル，情報発信において留意すべきことを理解・考察し，実践できるスキルを身に付けることを目指す。 

 

授業の内容（Course Contents） 

日々、ニュースに登場する新しいサービスやビジネス，人工知能（AI)のような最新技術利用した新たな産業や働き方が，私たち

の生活や社会をどのように変えていくのか。基本的に知っておくべき知識を整理し，情報倫理に関わる，時事的な話題について

解説する。演習を通して，自分なりの考えを整理し，アウトプットする。グループディスカッションやインタビュー演習を通して，多様

な考えを知り，思考を深める。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 情報倫理とは 

2. 情報通信社会とインターネット，進化と変遷 

3. ネット・コミュニケーションの特徴と留意点 

4. メディアの変遷と情報活用 

5. メディア・リテラシーを身に付ける 

6. 情報技術とセキュリティ 

7. インターネットと犯罪 動向と対策 

8. 個人情報とプライバシー 

9. 知的所有権とコンテンツ 

10. 企業と情報倫理 

11. 科学技術と倫理 

12. デジタルデバイドとユニバーサルデザイン 

13. 人工知能（AI)と倫理 

14. 情報通信社会とリテラシー・総括 

 

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

Blackboardの事前に登録される講義資料に目を通し，教科書の該当ページを読んでおくこと。 

より深い内容については，授業で説明した事項や行った演習に関連する情報を探し，理解を深めること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(70%)/課題(20%)/ミニテスト(10%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 高橋慈子・原田隆史・佐藤翔・岡部晋典、2015、『情報倫理 ネット時代のソーシャル・リテラシー』、技術評論社 (ISBN:978-4-

7741-6822-7) 

 

参考文献（Readings） 

授業時に適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

各回，事前に講義資料を配付する。ダウンロードし，目を通しておく。プリントしておき，ノートとして活用することをすすめる。対応

する教科書の章を，読んでおくこと。 

新聞，ニュースの情報を読むときに，授業で扱った観点から考えてみることで，理解が深まる。 

 

注意事項（Notice） 
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■FB121 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

メディアと人間 

(Media and Human) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
映像メディアで考える日本国憲法 

担当者名 

（Instructor） 
田北 康成(TAKITA YASUNARI) 

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） 
CMP2200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

映像メディアの特性を踏まえた上で，具体的な社会問題を取り扱った映像素材を使い，日本国憲法，特に人権を中心に理解する

ことを目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

日常の社会問題を取り扱ったドキュメンタリーや映画などは，直接言及していないものの，そのテーマが憲法に直結していること

が多い。本講座は，憲法や法学の初学者を対象に，映像作品を通して日本国憲法を学ぶ。なお，系統的に学ぶためには，別途

全学共通科目/全学共通カリキュラムの「日本国憲法」や法学部の科目を受講することを勧める。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 講義概要の説明 

2. 憲法の性格と憲法をめぐる現状 

3. 「開かれた皇室」と主権在民（象徴天皇制） 

4. 平和主義 

5. 個人の尊重と幸福追求権 

6. 思ったことを表現する自由 

7. 居住・移動の自由とその制限 

8. 性とジェンダー 

9. 人間らしく生きるということ（生存権） 

10. 財産権とその制限 

11. 被疑者・被告人と被害者の人権（その１） 

12. 被疑者・被告人と被害者の人権（その２） 

13. 人を裁くということ（公正かつ迅速な裁判を受ける権利） 

14. 憲法改正の議論と「国民投票法」 

 

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

時宜に応じたテーマに差し替えたり，順番を前後させることがあるので，新聞（一般紙）を毎日読んでいることを強く求める。また、

授業での問題提起を受けて、テキストや判例データベースを利用して、発展的学習をしてほしい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(100%) 

評価基準には加えないものの、履修生の問題関心の方向性や講義内容の理解の深まりを確認するためにリアクションペーパー

の執筆を求めることがある。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 工藤達朗編、2013、『よくわかる憲法 第 2 版』、ミネルヴァ書房 (ISBN:9784623066643) 

 

参考文献（Readings） 

1. ベアテ・シロタ・ゴードン著 ; 平岡磨紀子構成・文、1995、『1945 年のクリスマス : 日本国憲法に「男女平等」を書いた女性の

自伝』、柏書房 (ISBN:4760110771) 

2. 松井茂記著、2005、『マス・メディアの表現の自由』、日本評論社 (ISBN:4535514879) 

3. 須藤遙子著、2013、『自衛隊協力映画 : 『今日もわれ大空にあり』から『名探偵コナン』まで』、大月書店 

(ISBN:9784272330812) 

4. 井芹浩文著、2008、『憲法改正試案集』、集英社 (ISBN:9784087204421) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■FB122 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

文化と社会 

(Culture and Society) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
国境を超える文化と社会の見方 

担当者名 

（Instructor） 
石井 香世子(ISHII KAYOKO) 

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） 
CMP2200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 この授業では、国境を超えて広がる社会現象を捉える社会学的な視座について、どのようなものがあるか基本的な見方を知る

ことを目指します。一学期観の授業が終わったときには、移「難民問題」「環境問題」や「紛争問題」といったものが、それぞれの社

会や文化と切り離して考えては、解決が難しいものであることを理解していることを目指します。 

 

授業の内容（Course Contents） 

 授業全体を通して、文化と社会をとらえる社会学的な視座を、一通り学んでいきます。具体的には、毎回ひとつずつ、「難民」「家

族」「教育」「医療」「観光」「宗教」「環境」「犯罪」「紛争」といった事例を取り上げ、教科書に沿って分析していきます。 

 毎回の授業は、教科書の内容に沿って１章ずつ進みます。 

  

２０１８年４月２４日更新（誤記訂正） 

【変更前】 

 授業全体を通して、文化と社会をとらえる社会学的な視座を、一通り学んでいきます。具体的には、毎回ひとつずつ、「難民」「家

族」「教育」「医療」「観光」「宗教」「環境」「犯罪」「紛争」といった事例を取り上げ、教科書に沿って分析していきます。 

 毎回の授業は、教科書の内容に沿って１章ずつ進みます。最終レポートでは、授業で扱った 14 の事例のうち一番関心を持った

点について、掘り下げて分析してもらいます。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 教科書第 2 章「移民と国民の境界」をもとに、移民を捉える基本的な視座を学びます。 

2. 教科書第 3 章「グローバル化時代の難民・国内避難民」をもとに、難民・国内避難民を捉える視座を学びます。 

3. 教科書第 4 章「無国籍の人はナニジンですか」をもとに、今日の社会で無国籍者が直面する問題について学びます。 

4. 教科書第 5 章「越境する家族」をもとに、多文化家族を多面的に捉える視座を学びます。 

5. 教科書第 6 章「グローカル化とトランスナショナル教育」をもとに、多文化時代の教育の現状について学びます。 

6. 教科書第 7 章「医療におけるグローバル化の進展」をもとに、医療が国境を超える時代をどう分析するかを学びます。 

7. 教科書第 8 章「グローバル化時代の観光」をもとに、文化を売り買いする商品としての観光を分析する視座を学びます。 

8. 教科書第 9 章「グローバル化とメディア」をもとに、国境を超える民族とメディアについて学びます。 

9. 教科書第 10 章「グローバル化時代の宗教とアイデンティティ」をもとに、多文化・多宗教社会を新たな視点から学びます。 

10. 教科書第 11 章「犯罪のグローバル化」をもとに、国境を超える犯罪とその対策について学びます。 

11. 教科書第 12 章「環境・資源・グローバル化」をもとに、 文化と資源管理が絡み合った状況を学びます。 

12. 教科書第 13 章「紛争のグローバル化」をもとに、を捉える視座を学びます。 

13. 教科書第 14 章「豊かな国のなかに広がる貧困」をもとに、文化・社会と国境の関係を再考する視点を学びます。 

14. 教科書第 15 章「ボーダーレス化する市場」をもとに、消費文化が国境を超えて広がるメカニズムを捉える視座を学びます。 

 

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

 授業の前にざっと教科書に目を通しておくだけで、授業内容がずっとわかりやすくなります。授業の後にじっくり教科書を読み返

すと、授業中に理解しきれなかった内容が理解できることが増えます。教科書と授業内容とは両輪の関係にあると考えて、授業

の前か後かに教科書に目を通す習慣をつけてください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(70%)/レスポンスペーパー等を含めた授業態度・授業への貢献度(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 石井香世子（編著）、2017、『国際社会学・入門』、ナカニシヤ出版 (ISBN:978-4-7795-1134-9) 

 

参考文献（Readings） 

適宜、授業のなかで示します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■FB123 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

現代社会の解読 

(Understanding Contemporary Society) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
空間へ／からの社会学的想像力 

担当者名 

（Instructor） 
岩舘 豊(IWADATE YUTAKA) 

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） 
CMP2200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2016 年度以降 1 年次入学者対象科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

【授業のねらい】 

この授業では、現代社会を読み解くための一つの「試み」として、空間というアプローチを学んでいきます。都市のさまざまな空間

とそこで起こる出来事から、社会の構造的な力や矛盾を読み取り、来るべき社会を探究するための想像力を身につけることを志

向します。 

 

【到達目標】 

（1）現代社会分析としての空間論について、その基本的な考え方と知識を身につける。 

（2）都市の空間とそこでの出来事について、社会構造の視点から説明できるようになる。 

（3）具体的な空間について調べ、考えたことを表現できるようになる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

【授業の概要】 

社会の構造や変化は、都市においてその具体的な形をとり、個々人の生活へと影響をおよぼしていきます。と同時に、1人 1 人

の生きる営みが積み重なることによって、都市という空間は形づくられていきます。この授業では、都市とその微細な空間に焦点

をあて、そこでの出来事に目を凝らすことによって、社会の構造と人々との営みとが交差していくダイナミクスを解読していくことを

試みます。 

 

【授業の構成】 

第 1 回から第 3 回にかけて、社会学における空間論的な視角について学びます。それをふまえて、現代社会の主要なテーマで

ある「戦争」「労働」「災害」をとりあげていきます。第 4 回から第 6 回では、「戦争」について、ゲルニカや広島と平和記念公園とい

う空間から考察していきます。第 7 回から第 10 回では、「労働」をめぐる現実と諸問題について、秋葉原、日比谷公園、労働組合

の事務所や路上といった空間から考えていきます。第 10 回から第 13 回では、「災害」をテーマに、東日本大震災という出来事と

それが突きつけた現代社会の課題について、津波被災地や東京のインフラ危機から議論していきます。 

 

各テーマ・事象についての関心・理解を深めるため、ドキュメンタリーや映画などの映像資料を活用していきます。映像から感受し

たことを大切にしながら、思考と想像力を働かせてください。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーションーー授業の目的と進め方 

2. 社会変動と都市ーー空間論的な視角（1） 

3. 現代社会分析と空間・場所ーー空間論的な視角（2） 

4. 戦争と都市空間（1）ーー都市爆撃とゲルニカ 

5. 戦争と都市空間（2）ーー1945年 8 月 6 日、広島 

6. 戦争と都市空間（3）ーー2015年 8 月 6 日、広島・平和記念公園 

7. 労働と都市空間（1）ーー秋葉原無差別殺傷事件から 

8. 労働と都市空間（2）ーー労働組合事務所という装置 

9. 労働と都市空間（3）ーー社会空間としての労働組合実践 

10. 最終レポートについて 

11. 東日本大震災という出来事から（1）ーー「同時代のこと」として 

12. 東日本大震災という出来事から（2）ーー遠野ユニオンボランティアセンターの試み 

13. 東日本大震災という出来事から（3）ーー東京のインフラ危機 

14. まとめーー空間からインフラストラクチュアへ 

 

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

（１）配布するレジュメ・資料をよく読んできてください。 

（２）新聞やニュースを通じて、現代社会に関する知識・情報を幅広く習得してください。 

（３）課題やレポートに計画的に取り組んでください。 
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成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/課題(30%)/リアクションペーパー(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業中に資料を配布します。適宜、文献を紹介します。 

 

参考文献（Readings） 

1. 長谷川公一・浜日出夫・藤村正之・町村敬志、2007、『社会学（New Liberal Arts Selection）』、有斐閣 

2. 町村敬志（編）、2013、『都市空間に潜む排除と反抗の力』、明石書店 

3. 園部雅久、2014、『再魔術化する都市の社会学ーー空間概念・公共性・消費主義』、ミネルヴァ書房 

4. C・ライト・ミルズ、2017、『社会学的想像力』、筑摩書房 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

受講者との議論に応じて、授業計画を組み替えていくことがあります。 

 

注意事項（Notice） 
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■FB124 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

現代社会の解読 

(Understanding Contemporary Society) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
ジェンダーから見る現代社会の対立点 

担当者名 

（Instructor） 
二階堂 晃祐(NIKAIDO KOSUKE) 

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） 
CMP2200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2016 年度以降 1 年次入学者対象科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

現代社会では政治、経済、文化、宗教、学問等様々な分野で大きな対立点がある。この事自体は近代という時代が持つ多様性と

切っても切れない関係にあり、ある意味では当たり前である。当授業では一見バラバラに見え、複雑だとしか言いようがないよう

にも見える現代社会の様々な対立点を、ジェンダーの視点を通して包括的、融合的に考察する事を目標とする。この考え方は、

性差や性別に基づく役割の分担についての感性や意識の違いをとても根源的なものと捉え、他の社会問題への姿勢との強い関

連を指摘する社会学の知見に基づく。ジェンダーの社会学やフェミニズム理論は、理論的な枠組みの基礎を構成する事となる。

副次的な目標として、これらの分野が社会科学全体へもたらした貢献や課題を把握してもらえればと思う。 

 

授業の内容（Course Contents） 

原則としては各回の講義が中心。履修者の数にもよるが、ある程度はディスカッションや Q&A形式等、参加型の進行を行う回も

設けられるのが理想。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業概要と目標、構成の紹介。履修者の期待する内容の把握。 

2. 社会学とはどのような学問分野なのか、またジェンダーの社会学やフェミニズム理論はその中でどのような位置付けなの

か。 

3. 近代とはどのような時代か、「近代」に関する社会学の言説、現代における様々な社会問題や対立点を考えるにあたって。 

4. フェミニズム理論の歴史、第２次フェミニズム運動の影響と社会変革、第２次フェミニズム運動の余波と現代へのつながり。 

5. 日本国内のフェミニズムや女性運動、ジェンダー論の事情。 

6. 21 世紀のフェミニズム、いわゆるポスト・フェミニスト言説について、「揺り戻し」の動きやフェミニズム的思考への反発。 

7. 現代社会の対立点とジェンダー、社会問題としてのハラスメントや DV等、社会学的考察の役割と可能性。 

8. 原理主義的宗教運動の台頭、宗教とジェンダー。 

9. 宗教とジェンダー続き、世界に拡がる原理主義や新しい右派運動、男性性や男らしさ言説と権威主義の関係。 

10. メディアとジェンダー。メディアにおけるジェンダーの描写、メディアの社会や文化への影響力と限界。 

11. 学問とジェンダー。様々な学問分野間の違い、自然科学におけるフェミニズム運動とその論点。 

12. 性差と生物学的違いの関係、フェミニズム理論と生物学の思考の関係、社会生物学の台頭。 

13. 文化や芸術とジェンダー：性的役割の描写、性差と表現や意識の違い、表現の自由や性的描写を巡る対立。 

14. まとめと復習。 

 

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

さほど多くはない。ただし、多くの回ではテキストや学術的な参考書とは別に、Blackboard等を経由し各種の短い論文やメディア

記事を資料として用意する予定。授業時間外の読了が前提となる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(60%)/コメントカードと出席票(20%)/授業内小課題(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. アンソニー・ギデンズ著、松尾精文他訳、2004、『社会学』、而立書房 (ISBN:9784880593227) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FB125 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

いのちの尊厳と福祉を考える 

(The dignity of life and Welfare) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
社会的排除 ー 個人とコミュニティの福利と発展を考える 

担当者名 

（Instructor） 
小長井 賀與(KONAGAI KAYO) 

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） 
CMP2200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2016 年度以降 1 年次入学者対象科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

社会的排除の定義や実相、また、憲法や国際人権規約（条約）における人権の規定を理解した上で、個人とコミュニティの福利と

共存、発展の観点から社会的排除問題の解決策について考える力を修得する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

逸脱や紛争に焦点を当て、社会的排除問題の規定や実相、人権に関する日本国憲法や国際人権規約（条約）の規定を説明し、

社会的排除問題の解決策について、国内外の取組みを踏まえて考えていく。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 社会的排除の定義と実態 

2. 日本における「こどもの貧困」、「相対的貧困」の実態と背景 

3. 世界における「難民問題」、「移民問題」の実相、背景、対応 

4. 社会的排除の帰結としての逸脱・犯罪・紛争の実態 

5. 人権についての法的規定の枠組み 

6. 社会的排除の定義と貧困理論 

7. 社会保障、社会政策、刑事政策、地域福祉による社会的包摂施策 

8. 異文化背景をもつ者の社会統合に関する政策、課題 

9. 紛争への対応の仕組み１ ー 刑事司法制度と民事司法制度  

10. 紛争への対応の仕組み２ ー 修復的司法の仕組みと実践  

11. 社会的排除者の包摂・再統合に関する国家の責任、社会の役割、市民の責任 

12. 逸脱や紛争を巡る刑事政策、社会政策、地域福祉の連携、国際協力  

13. 社会的連帯経済による社会的包摂 

14. 社会的排除を巡る課題と今後の方向性 

 

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

様々な社会的不利益から人間としての権利を行使できないでいる人たちの実態と解決策の難しさについて、国内外のマスコミの

報道等を通じて知っておいてほしい。なお、BBCニュースと EUROニュース（英語）は、ネットを通じて無料配信されている。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(90%)/授業への参加状況や課題の履行状況(10%) 

授業に関連する事項について履修学生に時折リアクションペーパーを提出しててもらい、成績評定や授業運営の参考とする。 

 

テキスト（Textbooks） 

授業の中でレジュメを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 広井良典、2003、『定常型社会』、岩波書店 (ISBN4004307333C0236) 

2. アラン・リピエッツ、2011、『サードセクター』、藤原書店 (ISBN9784894347977C0030) 

3. 水島治郎、2016、『ポピュリズムとは何か: 民主主義の敵か、改革の希望か』、中央公論新社 (ISBN:ISBN9784121024107) 

授業の中で、適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FB126 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

コミュニティをデザインする 

(Design for the community) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
福祉コミュニティ作りの現状と課題について理解する 

担当者名 

（Instructor） 
鈴木 崇之(SUZUKI TAKAYUKI) 

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） 
CMP2200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2016 年度以降 1 年次入学者対象科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

近年、地域の問題に対する解決方法を計画する「コミュニティ・デザイン」という考え方が注目を集めている。「コミュニティ・デザイ

ン」には都市計画等に代表されるハード面のものと、人間関係の創出やひとづくりといったソフト面のものが存在する。本講義で

は特に「コミュニティ・デザイン」のソフト面に重点を置き、様々な地域問題とその改善への取り組みを学びながら、受講者が自ら

積極的に地域にかかわっていくための視点や考え方の習得を目標とする。  

 

授業の内容（Course Contents） 

授業前半ではコミュニティ・デザインの基礎概念、歴史、支援者の役割と基本技術について学ぶ。中盤以降は少子化問題、高齢

化問題、貧困問題、開発途上国への支援、災害地域の支援に関するケース・スタディを通じ、コミュニティ・デザインの現状につい

て学ぶ。授業後半では、各事例から抽出される問題点について検討を行い、コミュニティ・デザインの課題と展望について学ぶ。  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. はじめに：「コミュニティ」を「デザイン」するとは？  

2. 「コミュニティ・デザイン」と「コミュニティ・ソーシャルワーク」 

3. 誰が「コミュニティ」を「デザイン」するのか？① 行政の役割  

4. 誰が「コミュニティ」を「デザイン」するのか？② 民間の役割  

5. コミュニティ・デザインの歴史的変遷 

6. コミュニティ・デザインの基本技術  

7. 少子化問題とコミュニティ・デザイン① 

8. 少子化問題とコミュニティ・デザイン② 

9. 少子化問題とコミュニティ・デザイン③ 

10. 貧困問題とコミュニティ・デザイン  

11. 高齢化問題とコミュニティ・デザイン 

12. 開発途上国とコミュニティ・デザイン  

13. 災害とコミュニティ・デザイン  

14. コミュニティ・デザインの課題と展望  

 

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、履修登録完了後に Blackboard上で履修者に対して行う。  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(70%)/平常点（出席兼コメントペーパー）(30%) 

単位修得のためには 10 回以上の出席を必須とする。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 山崎亮、2012、『コミュニティ・デザインの時代』、中央公論新社 (ISBN:4121021843) 

2. 木村俊昭、2016、『地域創生 成功の方程式  ―できる化・見える化・しくみ化―』、ぎょうせい (ISBN:4324101736) 

3. 広井良典、2009、『コミュニティを問いなおす』、筑摩書房 (ISBN:4480065016) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FB127 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

コミュニティをデザインする 

(Design for the community) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
傍観者ではなく、実践者としてくらしの課題を解決する。市民社会のあり方を考える。 

担当者名 

（Instructor） 
志波 早苗(SHIBA SANAE) 

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） 
CMP2200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2016 年度以降 1 年次入学者対象科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

くらしの現場であるコミュニティの中で今何が起きているのか、それに対してどのように考えていけばいいのか、自分なりの解答を

出し、解決のための方策を考え、実践に移せるようにすることを目標とする。 

「学び」はささやかでも実践につながらねば、意味をなさない。実践することの楽しさも知ってほしい。 

 

授業の内容（Course Contents） 

現代社会の大きな課題である「貧困」「地域再生」「社会的排除」などは、現象として目に見えることだけでなく、なぜそうなったか

の根幹を考える事が必要である。そのための材料をまず提供し、その後それぞれの課題解決のために活動している事例を紹介

する。傍観者として問題を論じるのではなく、どうあったら良いのか主体的に考え、小さな実践でもよいので自分なりにやっていく

ことで社会は変わっていく。そういうことを授業と事例報告から学び取ってもらいたい。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 日本社会をどう考えるか① 日本人とくらしの変遷 

3. 日本社会をどう考えるか② 現代の社会的課題 

4. 事例紹介：貧困問題 貧困はお金の問題だけではない 居場所づくり関係づくり  

5. 事例紹介：貧困問題 沖縄を考える 地域経済を活性化するための仕事起こし・仕事づくり 

6. 事例紹介：市民自治 都市のくらし課題解決のためのワーカーズ・コレクティブ運動  

7. 事例紹介：市民自治 過疎地域のくらし課題のためのコミュニティ協同組合 

8. 事例紹介：大震災からの復興 被災地と都市と高校・大学連携での防災林づくり 

9. 事例紹介：ダイバーシティ 多文化共生の地域づくり 

10. 事例紹介：海外事例 韓国ソウル特別市の社会的経済の推進 

11. グローバリゼーションと社会的連帯経済 持続可能なコミュニティを考える 

12. コミュニティをデザインする① 何が問題なのか、自分に置き換えて考える 

13. コミュニティをデザインする② どうすれば解決に向かうか、自分なりの解答を表現する 

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関することは、必要な場合は別途指示、学生の興味にも応じて紹介する。 

事例はそれぞれ興味深いものなので、本やインターネットでも検索し、学んでほしいと思う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/コメントペーパー(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業時に適宜指示する。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

主体的に能動的に学ぶことを期待しているので、授業態度には厳しく対応する。特に学びたい学生にとって迷惑な私語や出入り

は厳禁する。スマホや授業に関係ない内職も含め、注意しても改善されない場合退出を命じる場合もある。 

授業の順番や内容を多少変更する可能性がある。 

 

注意事項（Notice） 
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■FB128 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

観光学への誘い 

(Introduction to Tourism Studies) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
観光地の立場から観光を考える 

担当者名 

（Instructor） 
西川 亮(NISHIKAWA RYO) 

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） 
CMP2200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2016 年度以降 1 年次入学者対象科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

観光という現象とそれに伴う観光地の変化を歴史的に観察し、観光学の広がりを知る。観光を学問として考えるとはどういうこと

なのか？を考えることを目的とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

観光地の変容に重点を置きつつ、観光客と観光地という双方の視点から観光を捉えていく。大きく、「観光の歴史的系譜に焦点を

当てる」、「観光の現在に焦点を当てる」、「学問としての「観光学」について焦点を当てる」という 3 部構成で講義する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 観光の持つ領域の広さについて 

3. 学問としての観光の発展 

4. 観光の歴史（１）：近世までの観光と観光地 

5. 観光の歴史（２）：明治・大正期の観光と観光地 

6. 観光の歴史（３）：昭和前期の観光と観光地 

7. 観光の歴史（４）：戦災復興〜1960 年代の観光と観光地 

8. 観光の歴史（５）：1970 年代以降の観光と観光地 

9. 観光の歴史（６）：平成時代の観光と観光地 

10. 観光の現在（１）：訪日外国人の誘致１ 

11. 観光の現在（２）：訪日外国人の誘致２ 

12. 観光の現在（３）：世界遺産と観光 

13. 観光の現在（４）：自治体による観光計画 

14. 観光の発展と観光学 

 

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

授業時に指示する 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(70%)/授業内レポート(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業中に配布する 

 

参考文献（Readings） 

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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■FB129 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

観光学への誘い 

(Introduction to Tourism Studies) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
１９世紀の近代観光と現代観光から「観光」について考えてみよう 

担当者名 

（Instructor） 
羽生 敦子(HANYU ATSUKO) 

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） 
CMP2200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2016 年度以降 1 年次入学者対象科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

観光学を初めて学ぶ学生を対象とする。私たちは、なんとなく「旅人」と「ツーリスト（旅行者・観光者）」を使い分ける。本講座では

後者である「ツーリスト」から観光の歴史を概観し、「近代観光」から「現代観光」への本質的な変遷について学問的に考えることを

目的とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

Tourismは 19 世紀に誕生した単語である。知識層の間で流行していたオリエントの旅をテーマとした作家の旅行記などから、旅

から tourismへの変遷をみる。19 世紀後半、トマス・クックとともに旅は tourism という産業になった。21 世紀の現在では、tourism

産業は国家の重要な戦略事業のひとつあり、ツーリストへの関心も高い。旅はますます多様化している。前半は文学者と場所に

視点を、後半はツーリズムの多様性に視点をおきながら授業を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 旅の主体について traveler or tourist  目的 まなざし 

3. 近代観光(1) オリエント旅行 シャトーブリアン(仏) 

4. 近代観光(2)           フロベール(仏) 

5. 近代観光(3)           トウェイン(米) 

6. 近代観光(4) トマス・クック(英)による旅の革新 

7. 近代観光(5) トマス・クック社(英)による旅の革新 

8. 近代観光(6) 世界一周旅行の可能性 

9. 近代観光(7) ガイドブックについて 

10. 温泉リツーリズム 

11. 海浜ツーリズム  イギリスの海浜とフランスの海浜 

12. 聖地巡礼ツーリズム 

13. 世界遺産と負の遺産について 

14. 論述を中心にしたテスト 

 

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

必要に応じて別途指示する。授業中に提示する文献などを読み、自分自身で再考することが好ましい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(40%)/授業中のリアクションペーパー(30%)/授業への参加度(30%) 

リアクションペーパーは完成度を重視します。 

 

テキスト（Textbooks） 

特になし。 

 

参考文献（Readings） 

1. 石井洋二郎、2009、『異郷への誘惑：旅するフランス作家たち』、東京大学出版会 (ISBN:9784130830522) 

2. ピアーズ・ブレンドン、1995、『トマス・クック物語：近代ツーリズムの創始者』、中央公論社 (ISBN:4120024806) 

3. Urry, John. 1990. The tourist Gaze: The leisure and Travel in Comtemporary Societies. Sage 

4. MacCannell, Dean. 1976. The Tourist, New theory of the leisure class. Schoken Books 

 Urryの和訳：加太宏邦訳（1995）観光のまなざし―現代社会におけるレジャーと旅行．東京、法政大学出版局、289p   

MacCannell の和訳：安村克己訳 (2012) ザ・ツーリスト：高度経済成長の構造分析．東京、学文社，259p. 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■FB130 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

観光学への誘い 

(Introduction to Tourism Studies) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
観光学の構造と観光のメカニズム 

担当者名 

（Instructor） 
金 振晩(KIM JINMAN) 

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） 
CMP2200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2016 年度以降 1 年次入学者対象科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

観光学の構造を理解した上で、観光（産業）を取り巻く環境に対する理解を深めて、観光という現象を様々な立場から概説できる

ことを目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

本講義は、観光を取り巻く環境を概観しながら、21 世紀の最大産業である観光産業の全貌を、観光経営の現場における問題の

所在、諸問題が生起するメカニズム（原因と結果の関係）、諸問題の解決に資する方策、観光のさらなる振興に寄与する事業創

造等、理論と事例分析を通じて考察する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス及び観光学の構造 

2. 観光政策及び行政の役割 

3. 観光行動と観光市場 

4. 旅行業の現状と近未来 

5. 宿泊業の現状と近未来 

6. 接遇と顧客満足 

7. 観光によるまちづくり 

8. 観光と地域活性化 

9. 観光と文化 

10. ICT革命と観光産業 

11. 観光と投資（アセットマネジメント） 

12. 集客のメカニズム 

13. 観光産業の人的資源管理 

14. ポストモダンと観光 

 

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

予習・復習に関しては、講義中にお知らせする。  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(65%)/最終レポート(Final Report)(20%)/出席兼コメントペーパー(15%) 

なお、3/4 以上の出席をしていない場合は、成績評価の対象としない。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 岡本伸之編、2013、『観光経営学』、朝倉書店 (ISBN:978-4-254-16647-7) 

 

参考文献（Readings） 

授業の中で指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FB131 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

シティズンシップを考える 

(Exploring Global Citizenship in Rikkyo Service Learning) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
18 歳選挙権と若者の政治活動、政治教育を考える 

担当者名 

（Instructor） 
小玉 重夫(KODAMA SHIGEO) 

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） 
CMP2200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

政治参加と大学での学問研究の関係について文献や議論を通じて学び、自分なりの考えを持てるようにします。英語文献を読む

訓練も取り入れたいと思います。高校生との交流授業も予定しています。 

 

授業の内容（Course Contents） 

2015 年の公職選挙法改正で選挙権年齢が満 18 歳以上に引き下げられ、2016 年の選挙から高校 3 年生や大学 1 年生が選挙

権を持つようになりました。このことがどのような社会的、政治的意味をもっているのか、そして、学校教育や大学での教育にどの

ような変化がもたらされることになるのかを、一緒に考えていきたいと思います。そのことを通じて、人文社会科学や教育学を学び

研究していくうえでの基本的な考え方を身につけていくことをめざします。 初回の授業時に、グループ分けを行います。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 大学での研究方法や英語文献の調べ方、アカデミックライティングの技法を学ぶ 

3. 18 歳選挙権の背景を知る 

4. シティズンシップ教育とは何かを知る  

5. 日本におけるシティズンシップ教育の動きについて知る 

6. 学校で高校生にどのように政治教育を行ったらよいか、考えてみる  

7. 実際に学校で高校生と政治について考えるための案を出し合い、実践し、議論をしてみる 

8. シティズンシップ教育に関する文献を講読し、議論をする 

9. 映画「コクリコ坂から」などをもとに、高校生の政治活動を考える 

10. 映画「桐島、部活やめるってよ」などをもとに、スクールカーストなど、現代の学校がかかえる問題を批評し考える 

11. 映画「ハンナ・アレント」などをもとに、「考える市民」像について議論をし、全体のまとめを行う 

12. グループごとに、高校生と議論するテーマを決める 

13. 高校生との交流授業 1 

14. 高校生との交流授業 2 

 

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

グループごとに議論し、発表する時間をもうける。また、授業で取り上げる文献（英語を含む）を事前に読んで、授業にのぞむ。ほ

かに、グループごとに、学外での活動課題を出す場合もあり得る。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席および授業に取り組む姿勢(50%)/レポート（授業内複数回提出）(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 小玉重夫、2013、『難民と市民の間でーハンナ・アレント『人間の条件』を読み直す』、現代書館 (ISBN:4768410022) 

2. 小玉重夫、2016、『教育政治学を拓く』、勁草書房 (ISBN:4326299118) 

3. 逸見・原田・藤枝編著 立教大学 RSLセンター編集、2017、『リベラルアーツとしてのサービスラーニングーシティズンシップを

耕す教育ー』、北樹出版 (ISBN:9784779305306) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

https://researchmap.jp/read0190814/ 

 

※この科目は、立教サービスラーニング（ＲＳＬ）科目群のひとつである。 

 

注意事項（Notice） 
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■FB132 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

市民活動の組織とマネジメント 

(Theory and Practice of Civic Engagement in Organaizing and Management in RSL) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
市民活動団体（NPO）が現代社会で果たす役割とそのマネジメントの特徴 

担当者名 

（Instructor） 
原田 晃樹(HARADA KOKI) 

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） 
CMP2200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

この授業では、何らかの社会問題に気づいた人びとが、自発的・主体的に協力して、集合的にその解決に向けて取り組む組織を

取り上げ、その運営上の特徴や社会的機能について基本的な理解を図ることを目的とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

今日、市民活動団体（NPO等）は、市民運動や市民参加の担い手として、あるいは政府に代わる公共サービスの担い手として注

目を集めている。この授業では、NPOの沿革や組織・活動の特徴について触れながら、それが社会で果たしている役割、その運

営上の特徴、存立条件等について学ぶ。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. NPO前史－地縁コミュニティ中心の社会からアソシエーション、NPOへ－ 

3. 高度経済成長と住民運動・市民運動の展開 

4. ボランタリー・アソシエーションの組織化プロセス 

5. NPO法の成立要因－法制定プロセスにおける市民運動－ 

6. NPO とは何か？（1）－非営利の意味と日本における組織形態－ 

7. NPO とは何か？（2）－日本の特殊事情・制度環境－ 

8. ケースから考える NPOの特性（1）－社会性と事業性をいかに両立させるか－ 

9. 市民活動団体等のケーススタディ（1） 

10. ケースから考える NPOの特性（2）－社会的排除問題にどこまで・どのように取り組むか－ 

11. 市民活動団体等のケーススタディ（2） 

12. ケースから考える NPOの特性（3）－資源をどのように調達するか－ 

13. NPOのマネジメントの特徴 

14. まとめ 

 

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

事前に指示されたテキストや新聞・雑誌記事の該当箇所を読み、関連情報を自分なりに理解しておくと、授業内容をよりよく理解

できるだろう。 

なお、受講人数にもよるが、可能であれば、グループ・ディスカッションもとりいれたい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(70%)/毎回のコメント・授業への貢献(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 逸見・原田・藤枝編著 立教大学 RSLセンター編集、2017、『リベラルアーツとしてのサービスラーニングーシティズンシップを

耕す教育ー』、北樹出版 (ISBN:9784779305306) 

これ以外に、授業の際に適宜資料を配付する。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

・この科目は、立教サービスラーニング（ＲＳＬ）科目群のひとつである。 

 

注意事項（Notice） 
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■FB133 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

大学と現代社会 

(University and Modern Society) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
大学教育と学生生活の過去・現在・未来 

担当者名 

（Instructor） 
谷村 英洋(TANIMURA HIDEHIRO) 

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） 
CMP2200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2016 年度以降 1 年次入学者対象科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

個々の学生が大学観を広げ、それをもとに自分自身の学生生活について省察することを目的とします。 

到達目標は次の通りです。 

①大学教育が置かれた過去および現在の状況を理解し、それに対する意見を述べることができる。 

②大学教育と自身のこれまでの関わり方およびこれからの関わり方について、考えを述べることができる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

教育機能と学生生活を中心に、大学の歴史と現状、およびそれらの背後にある／あった社会状況について学習します。またその

過程で、履修者が自身の学生生活について省察する機会を適宜設けます。 

授業の方法については次の通りです。 

①授業は講義、グループワーク、ディスカッション等によって構成します。 

②授業参加者の対話（ともに話し、聴き、読み、書く）を重視します。 

③履修者数を考慮し、可能であればグループ発表の機会を設けます。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 大学と学生生活の誕生と変容 

3. 大学教育・学生生活のレリバンス(1) 

4. 大学教育・学生生活のレリバンス(2) 

5. 大学の教育と学習 (1)過去 

6. 大学の教育と学習 (2)現在 

7. 大学の教育と学習 (3)未来 

8. 学生の変容(1) 

9. 学生の変容(2) 

10. 大学入試改革と高大接続 

11. 大学教育の費用とその負担 

12. 大学のグローバル化 

13. 学生発表 

14. 学生発表 

 

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

文献を読む、短いコメントを用意してくる等の課題を出すことがあります。また、学生発表に向けた準備を授業内外で進めてもらい

ます。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(60%)/授業内で取り組む課題、授業外で取り組む課題(40%) 

※筆記試験は「持ち込み可」の条件で行います。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. チャールズ・ホーマー・ハスキンズ、2009、『大学の起源』、八坂書房 (ISBN:9784896949476) 

2. 吉見俊哉、2011、『大学とは何か』、岩波書店 (ISBN:9784004313182) 

3. 金子元久、2007、『大学の教育力―何を教え、学ぶか』、筑摩書房 (ISBN:9784480063847) 

4. 潮木守一、1986、『キャンパスの生態誌―大学とは何だろう』、中央公論社 (ISBN:9784121008220) 

※その他の文献は授業中に紹介します。 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FB134 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

世界の中のロシア 

(Russia in the World) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
民族問題および他国と関係から考える 

担当者名 

（Instructor） 
小森 宏美(KOMORI HIROMI) 

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） 
CMP2200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

（１）現在のロシア政治を規定する歴史と民族問題についての知識を得る。 

（２）ロシア／ソ連と他国との関係から他者認識の歴史性について学ぶ。 

 

授業の内容（Course Contents） 

 国際社会におけるキープレイヤーの１つである一方で、そのわかりにくさが指摘されることの少なくないロシアという国につい

て、同国をめぐる歴史的・政治的出来事をとりあげて検討する。バルト諸国をはじめとするヨーロッパの国々との関係ならびに国

内の民族問題を中心に、ロシアについて多角的な考察を試みる。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス（授業の射程と国の概要） 

2. ロシア帝国の成り立ち（北欧、東欧との関係） 

3. ロシア帝国の民族問題（非対称の帝国？） 

4. ロシア革命と第一次世界大戦（バルト三国はいかに独立したか？） 

5. スターリン下の外交政策（他国への干渉） 

6. 第二次世界大戦とその帰結（ファシズム対民主主義の神話） 

7. ソ連の民族政策（言語・教育問題を中心に） 

8. ペレストロイカをめぐる諸問題（バルト三国はソ連崩壊の犯人か？） 

9. バルト三国の歌う革命（改革か独立か） 

10. ロシア語系住民問題（民主化の隘路） 

11. 冷戦終焉後の安全保障体制（裏切られたペレストロイカ？） 

12. 歴史政策と記憶の戦争（歴史を利用しているのは誰か？） 

13. 「新冷戦」？（それぞれの世界認識） 

14. 確認とまとめ 

 

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

・授業内で事前配布する資料等に目を通すこと。 

・用語ならび歴史事象等につきわからないものがあれば、参考文献などで調べること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(70%)/コメントペーパーの内容（３回実施）(30%) 

コメントペーパーを一度も提出しない者の単位取得は認められない。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 小森宏美、2009、『エストニアの政治と歴史認識』、三元社 (ISBN:9784883032402) 

2. 横手慎二、2014、『スターリン：「非道の独裁者」の実像』、中央公論新社 (ISBN:9784121022745) 

3. 渋谷謙次郎、2015、『法を通してみたロシア国家』、ウェッジ (ISBN:9784863101524) 

4. 塩川伸明、2004、『民族と言語（多民族国家ソ連の興亡 I』、岩波書店 (ISBN:9784000022075) 

5. 橋本伸也、2016、『記憶の政治：ヨーロッパの歴史認識論争』、岩波書店 (ISBN:978-4-00-061124-4) 

6. 宇山智彦他、2017、『ロシア革命とソ連の世紀』第 5 巻、岩波書店 (ISBN:978-4000282703) 

7. 池田嘉郎、2017、『ロシア革命』、岩波書店 (ISBN:978-4004316374) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

・授業では、パワーポイントを使用する。 

・資料の配布に、Blackboardを使用する。 
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注意事項（Notice） 
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■FB135 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

ドイツ語圏の社会 

(Society in the German-speaking sphere) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
戦後ドイツの歩み 

担当者名 

（Instructor） 
新野 守広(NIINO MORIHIRO) 

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） 
CMP2200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

第 2 次世界大戦の敗北から東西ドイツ分裂、冷戦、ベルリンの壁建設、壁崩壊、ドイツ統一と、激動の歴史を経験した戦後のドイ

ツの歩みと現在の諸問題を検証する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

第 2 次大戦後、冷戦の下で東西に分かれて出発した両ドイツは、異なった政治体制の中で 40 年あまりを過ごした後、1990 年、

やや性急ながらも再統一を実現した。しかしその後、経済は失速し、欧州の病人と呼ばれるまでに衰退したが、いくつかの改革と

ユーロ危機を経て、欧州における経済的政治的存在感を高めている。このようなドイツの戦後の歩みをゲストスピーカーを交えて

検証する。ドイツはなお現在進行形である。授業の内容は変更することがある。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション ～ ドイツとは何か 

2. 戦前のドイツ 

3. 冷戦時代の東西ドイツ(1) ～ ゼロからの出発 

4. 冷戦時代の東西ドイツ(2) ～ 過去の克服 

5. 冷戦時代の東西ドイツ(3) ～ 1968 年の意味 

6. 冷戦時代の東西ドイツ(4) ～ ベルリンの壁建設 

7. 冷戦時代の東西ドイツ(5) ～ 80 年代の東西ドイツ 

8. ベルリンの壁崩壊から東西ドイツ統一へ 

9. 再統一後のドイツ(1)  

10. 再統一後のドイツ(2)  

11. ドイツの諸問題(1) ～ EU とドイツ 

12. ドイツの諸問題(2) ～ 「移民国家」ドイツ 

13. ドイツの諸問題(3) ～ 右傾化する社会 

14. まとめと振り返り 

 

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

授業時に適宜指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(70%)/授業態度(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 新野守広, 飯田道子, 梅田紅子編、2017 年、『知ってほしい国ドイツ』、高文研 (ISBN:9784874986332) 

その他、レジュメ等を適宜配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. ヨアヒム・ガウク、2017 年、『ガウク自伝 : 夏に訪れた冬、秋に訪れた春』、論創社 (ISBN:9784846016678) 

その他、授業内で適宜指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FB136 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

フランス語圏の社会 

(Society in the French-speaking sphere) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
多様性のなかのフランス 

担当者名 

（Instructor） 
中川 理(NAKAGAWA OSAMU) 

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） 
CMP2200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

一般的イメージにおさまらない現代フランス社会の多様性を理解する。それによって、受講生がより深くフランス社会について学

んでいくための基礎をつくる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

現代フランスの社会は、多様な人びとのあいだの複雑な関係から成り立っている。ブルジョワジーや農民といった社会階級の違

いだけではない。フランス植民地主義の歴史に深い関連をもつ移民や難民や海外領土住民の存在は、フランス社会のあり方にさ

らに大きな複雑さをもたらしている。この授業では、このような多様性を理解するために、映像資料や担当者によるフィールドワー

ク・データを用いつつ、それぞれの人びとの生について解説を行う。さらに、多様な背景を持つ人びとがお互いにどのような社会

関係を構築しようとしているかを考察する。これらを通して、重層的なフランス社会像を描き出す。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. ブルジョワジーと社会階級 

3. 農民 1：農民世界の変容 

4. 農民 2：農民と食の現在 

5. 地域的な多様性 

6. 移民 1：植民地主義と移民 

7. 移民 2：移民たちのフランス 

8. 難民 1：難民の過去と現在 

9. 難民 2：具体的な事例から 

10. 海外領土という存在 

11. 家族関係の変容 

12. 社会的きずな 1：貧困と排除 

13. 社会的きずな 2：連帯の試み 

14. まとめとテスト 

 

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

授業中に提示する文献を読み、自分自身で理解を深めることが望ましい。授業時間外の学習に関する詳細は、必要に応じて別

途指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(35%)/授業参加(35%)/リアクションペーパー(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

テキストは使用せず、授業時に必要に応じて資料を配布する。 

 

参考文献（Readings） 

授業中に適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業開始時に、前回のリアクションペーパーに対するフィードバックを行う。 

 

注意事項（Notice） 
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■FB137 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

スペイン語圏の社会 

(Society in the Spanish-speaking sphere) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
統計でみるラテンアメリカ 

担当者名 

（Instructor） 
木下 雅夫(KINOSHITA MASAO) 

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） 
CMP2200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

ラテンアメリカと他のスペイン語圏についての統計読解を通じて，この地域が世界経済の成立に果たした歴史的役割とてきた役

割と現在の社会像について学ぶこと。 

 

授業の内容（Course Contents） 

スペイン語を母語とする人は世界で 4 億人を超える。授業ではその大部分が住むアメリカ大陸を中心に，スペイン，赤道ギニアも

必要に応じて参照しながら，人口，産業などの統計読解を通じて，過去と現在，地域と地域とを比較しつつ，ラテンアメリカの文化

社会問題について学ぶ。授業では統計数値の意味とその背景に触れつつ講義を進め，統計集(テキスト）を用いて授業内に課題

作成を指示するので，受講者は授業にテキスト（統計集）を必ず持参すること。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 越境するラテンアメリカ 

2. イベロ＝ロマンス語圏 

3. アメリカ大陸と自然環境 

4. アメリカ先住民社会の形成 

5. アメリカ大陸の征服 

6. 植民地支配と先住民社会の再編 

7. 植民地開発の進展と混交社会の形成 

8. 独立と社会変動 

9. 都市と都市問題 

10. 貧困問題と貧困の文化 

11. メキシコ壁画運動 

12. メキシコの食文化と農業 

13. ラテンアメリカの宗教 

14. ラテンアメリカの音楽 

 

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

上記の授業予定は 2017 年度実施のものである。2018 年度には変更する場合がある。授業の PowerPointの pdfを事前に

Blackbordに上げておくので出力して授業の予習・復習に役立てること。また授業時に持参し，講義内容をさらにメモすると良い。

また，2017 年度はテキスト（二宮書店『データブック 2017』）を用いて授業内課題を 12 回提出して貰った。テキストの後半部分に

は国別の概要が載っているので，読んでおくと理解を深めるのに役立つ。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(70%)/授業内課題(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 二宮書店編集部、2018、『データブック オブ・ザ・ワールド 2018 —世界各国要覧と最新統計—』、二宮書店 (ISBN:978-

4817604286) 

 

参考文献（Readings） 

参考文献は授業内に指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業内課題をテキストを用いずにスマートフォン等で調べて作成する例がみられるが，テキストと異なるものは評価対象としな

い。必ずテキストを用いること。授業時の座席を指定する場合がある。 

 

注意事項（Notice） 
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■FB138 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

中国語圏の社会 

(Society in the Chinese-speaking sphere) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
中国語圏の広がりと歴史的な関係性 

担当者名 

（Instructor） 
持田 洋平(MOCHIDA YOHEI) 

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） 
CMP2200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

中国語圏の社会の特徴と歴史を広く学ぶことにより、その歴史的な関係性と共通性・多様性を具体的に理解する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

中国を含む中国語圏の地域は歴史的に密接なつながりを有しており、その社会にもいくつかの共通点が存在する。しかし、そこ

に属する各地域を具体的に見ていくと、その社会は決して一様ではなく、歴史的に形成された多くの差異に満ちていることに気付

く。中国語圏の社会について学ぶうえで、中国という言葉から一般的に想像されるような抽象的・固定的なイメージから脱却し、上

に述べた共通性と多様性の双方を歴史的な観点から具体的に理解することは、何より重要な課題となると思われる。 

本講義ではまず中国の近世から現在に至る歴史と、その社会の特徴的な要素について学ぶ。次に、中国を含む中国語圏を移動

する／した人々としての中国人・華人（Chinese）、および中国語圏に属する幾つかの地域の社会とその歴史について、具体的に

学んでいく。これらの内容を通し、前述した課題を達成することは、現代の東アジアのあり方を考えるうえでも大きな意味を持つだ

ろう。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス：授業の目標・概要・評価などに関する説明 

2. 中国の歴史（元代・明代・清代）：「中華」世界の成立と変容 

3. 中国の歴史（清末・中華民国期）：苦難に満ちた近代化 

4. 中国の歴史（戦後）：二つの「中国」と経済大国への道 

5. 中国の伝統的社会（エリート側の視点）：「中華」観念、科挙制度、儒教 

6. 中国の伝統的社会（民衆側の視点）宗族、同郷・同業団体、善挙・善堂、民間宗教 

7. 華人ネットワークの形成：海を越えた広がり 

8. 華人ネットワークの近代化：「祖国」との複雑な関係性 

9. 台湾の社会史：もう一つの「中国」の歩んだ道 

10. 雲南の社会史：漢族と少数民族がつくった「中国」 

11. シンガポール華人社会史（清末）：植民地化と「華人」意識の目覚め 

12. シンガポール華人社会史（中華民国期）：抗日運動と戦争の時代 

13. シンガポール華人社会史（戦後）： 社会主義と「生存のための政治」の狭間で 

14. まとめ：中国語圏の広がりと歴史的な関係性 

 

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

受講する学生は各自、配布したレジュメや授業内であげた参照文献を用いて復習すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(80%)/コメントペーパー(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

授業内にて、内容にあわせて紹介していく。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 223 - 

■FB139 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

朝鮮語圏の社会 

(Society in the Korean-speaking sphere) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
キーワードで読む韓国映画 

担当者名 

（Instructor） 
イ，ヒャンジン(LEE,HYANGJIN) 

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） 
CMP2200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

本講義は植民地下の朝鮮と韓国、北朝鮮、在日、そしてグローバル社会で製作された朝鮮語圏の映画を通じて、朝鮮語圏の社

会を理解する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

映像は、様々な民族と社会集団の考え方と姿を効果的に表現する超国家的な文化様式である。本授業は、『コリアン・シネマ』の

歴史と産業論、政治・社会的意味、美学的特性を議論し、植民地支配、戦争と南北分断、民主化、脱北問題などのテーマから、

女性と家族、食べ物、韓流、グローバル化などのキーワードを通して、映画に描かれているコリアン社会の歴史と変動、そして文

化的アイデンティティを紹介する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業の目的とキーワードの紹介 

2. コリアン・シネマの歴史的考察 

3. 植民地朝鮮映画論 

4. 映画分析： 発表とディスカッション 

5. 韓国映画論１ 

6. 映画分析： 発表とディスカッション 

7. 韓国映画論 2 

8. 映画分析： 発表とディスカッション 

9. 北朝鮮映画論 

10. 映画分析： 発表とディスカッション 

11. 在日映画論 

12. 映画分析： 発表とディスカッション 

13. グローバル社会における朝鮮語圏の映画 

14. まとめ 

 

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

授業はセミナー方式で進行し、講義は日本語と英語を併用する。討論する映画とドキュメンタリーは事前に各自で観ること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(40%)/授業内に指示した課題物(30%)/プレゼンテーション(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. イ・ヒャンジン、2018、『コリアン・シネマ：北朝鮮・韓国・トランスナショナル』、みすず書房 (ISBN:4622086646) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FB140 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

社会調査入門 

(Introduction to the social survey) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
調査設計と実施の方法 

担当者名 

（Instructor） 
朝岡 誠(ASAOKA MAKOTO) 

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） 
CMP2220 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

オンデマンド授業 

社会学部所属学生履修不可 

 

授業の目標（Course Objectives） 

社会調査の意義と諸類型に関する基本的事項を理解し，資料やデータの収集から分析までの諸過程に関する基礎的な事項に

ついて概説する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

社会調査の目的や方法論について概説しつつ，量的調査と質的調査，統計的調査と事例研究法などの類型についても整理し，

社会調査史や調査の種類と実例あわせて調査倫理について学ぶ。調査票調査やフィールドワークなど，データの収集から分析

までの諸過程に関する基礎的な事項についても概説する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 社会調査の目的  

2. 社会調査の諸方法 

3. 社会調査の歴史 欧米 

4. 社会調査の歴史 日本 

5. 標本抽出の方法 

6. 量的調査の種類と方法 

7. 質問紙調査の調査プロセス（１） 

8. 質問紙調査の調査プロセス（２） 

9. 質問紙調査の調査プロセス（３） 

10. 質的調査の概要と種類 

11. 自由面接法の種類と方法 

12. 自由面接法の調査プロセス（１） 

13. 自由面接法の調査プロセス（２） 

14. 観察法・ドキュメント分析の調査プロセス 

15. 調査倫理と社会調査の諸問題 

 

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関する指示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)(55%)/コース教材内の練習問題(15%)/課題提出(30%) 

筆記試験は定期試験期間に実施する。なお、2 つのレポート課題提出を筆記試験被採点資格とする。 

 

テキスト（Textbooks） 

オンラインで提示する内容がテキストに相当する。 

 

参考文献（Readings） 

コース教材内で適宜指定する場合がある。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

履修許可者は，4 月 10 日（火）～4 月 30 日（月）までに Blackboardにログインして具体的な授業の受講方法について必ずその

内容を確認すること。※2 度のスクーリングに出席することが望ましい。 

 

 池袋［第 1 回］5 月 10 日(木)［第 2 回］7 月 5 日(木) 

 新座［第 1 回］5 月 9 日(水)［第 2 回］7 月 4 日(水) 

昼休みを予定。場所など詳細については webページに掲載する。 

 

注意事項（Notice） 
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■FB141 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

社会調査の技法 

(Social Survey Methodology) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
調査設計と実施の方法 

担当者名 

（Instructor） 
朝岡 誠(ASAOKA MAKOTO) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMP2220 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

オンデマンド授業 

社会学部所属学生履修不可 

 

授業の目標（Course Objectives） 

社会調査の技法的な側面に注目し，調査の企画・設計からデータの収集と整理に関する具体的な方法について解説する。社会

調査、特にアンケート調査を企画・実施し、対象の問題の概要を明らかにするスキルの習得を目指す。 

 

授業の内容（Course Contents） 

10 回分を量的調査，5 回分を質的調査法のデータ収集法にあてる。量的調査に関しては，調査の企画・設計から，標本抽出や

調査票の作成，実査の方法， データ作成や分析の考え方などを扱う。質的調査に関しては，調査の企画から，フィールドノート

の作成など収集データの整理の技法までを扱う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 社会調査とは何か 

2. 調査の企画と設計 

3. 調査方法を選ぶ 

4. 標本設計の方法 

5. 標本調査の実際 

6. 調査票を作る 

7. 質問文の作り方 

8. 選択肢の作り方 

9. 調査の実施 

10. データの作成と集計・分析 

11. 質的調査の概説 

12. フィールドワーク 

13. インタビュー 

14. 参与観察 

15. 論文・報告書の作成 

 

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関する指示は、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)(55%)/コース教材内の練習問題(15%)/課題提出(30%) 

筆記試験は定期試験期間に実施する。なお、2 つのレポート課題提出を筆記試験被採点資格とする。 

 

テキスト（Textbooks） 

オンラインで提示する内容がテキストに相当する。 

 

参考文献（Readings） 

コース教材内で適宜指定する場合がある。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

履修許可者は，9 月 19 日（水）～9 月 30 日（日）までに Blackboardにログインして具体的な授業の受講方法について必ずその

内容を確認すること。 

 

※2 度のスクーリングに出席することが望ましい。 

 

池袋［第 1 回］10 月 18 日（木） 

   ［第 2 回］12 月 13 日（木） 

新座［第 1 回］10 月 19 日（金） 
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   ［第 2 回］12 月 14 日（金） 

昼休みを予定。場所等詳細は webページに掲載する。 

 

注意事項（Notice） 
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■FB142 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

データ分析入門 

(Introduction to the Statistics:Descriptive Statistics) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
社会を読みとく方法を学ぶ 

担当者名 

（Instructor） 
山口 誠一(YAMAGUCHI SEIICHI) 

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） 
CMP2220 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
オンデマンド授業 

 

授業の目標（Course Objectives） 

社会調査データの分析の基本的な知識を修得し，データの記述や簡単な二変数の関連を分析し，結果を適切に整理できるよう

になる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

度数分布表，グラフの作成，代表値，分散，変動係数，ジニ係数などの記述統計量，因果関係と相関関係，クロス集計，回帰分

析，簡単な時系列データの分析などを扱う。統計的資料の整理と提示法についても学ぶ。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 統計を学ぶ（統計学を学ぶ意味・統計的推論・統計による課題解決） 

2. 変数の性質とデータ分析の方法（変数の測定される尺度・変数の性質とデータ分析法） 

3. 度数分布表とヒストグラム（度数分布表・ヒストグラム） 

4. さまざまなグラフ（様々なグラフと不適切なグラフ） 

5. ばらつきを読み取る（分布・分布の形状） 

6. 代表値を学ぶ（代表値・平均値・最頻値・中央値） 

7. 散らばりの度合いを数値化する（分布の特徴を数値で表す・データの散らばりをあらわす指標・箱ヒゲ図） 

8. 異なる分布を比較する（変数の標準化・変動係数・ローレンツ曲線とジニ係数） 

9. 2 つの変数の関連（2 つの変数間の関係） 

10. クロス表による集計・分析（クロス表・クロス表の解釈の仕方） 

11. 質的変数における関連の指標（比率の差・オッズ比・ファイ係数・カイ二乗値） 

12. 量的変数における関連の指標（散布図・共分散・相関係数） 

13. 回帰分析（回帰分析・重回帰分析） 

14. 擬似相関と変数の統制：3 重クロス表と偏相関係数（擬似相関の要因を探る・擬似相関を明らかにする指標） 

15. 時系列データの分析 

 

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関する指示は、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)(55%)/コース教材内の練習問題(15%)/課題提出(30%) 

筆記試験は定期試験期間に実施する。 

 

テキスト（Textbooks） 

オンラインで提示する内容がテキストに相当する。 

 

参考文献（Readings） 

コース教材内で適宜指定する場合がある。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

履修許可者は，授業 1 週目には Blackboardにログインして具体的な授業の受講方法について必ずその内容を確認すること。 

 

※2 度のスクーリングの機会がある。 

池袋［第 1 回］ 5 月  8 日(火)［第 2 回］ 7 月 3 日(火) 

新座［第 1 回］ 5 月 11 日(金)［第 2 回］ 7 月 6 日(金) 

昼休みを予定。詳細は webページに掲載する。 

 

注意事項（Notice） 
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■FB143 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

データの科学 

(Introduction to the Statistics:Statistics Inferences) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
社会を読み解く方法を学ぶ 

担当者名 

（Instructor） 
山口 誠一(YAMAGUCHI SEIICHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMP2220 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
オンデマンド授業 

 

授業の目標（Course Objectives） 

社会について考え，課題を解決する道具として社会調査データ分析を位置づけ，データを用いて推論や仮説を検証するための手

法を体得する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

統計的データの集計・分析に必要な，基礎的な統計知識について学ぶ。記述統計学と推測統計学のうち，主に推測統計学に重

点を置いたカリキュラムを展開する。確率論に基づいた推測統計学の基本的な考え方を身につけ，平均値や中央値，最頻値や

分散，標準偏差といった基本統計量，共分散や相関係数といった変数間の関連性の強さを表す指標，クロス表の関連指標と独

立性についてのカイ二乗検定，単回帰分析，偏相関係数と交絡変数の統制，重回帰分析などについて学ぶ。また，t検定や分散

分析といった検定論についても学習する。統計学の応用的な内容を学習し，1 変量，2 変量を扱った分析手法から，多変量解析

の入り口となる 3 変数を扱った分析手法についても一部学習する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 記述統計学と推測統計学（統計学とは何か・調査と実験・無作為抽出の重要性） 

2. 無作為抽出と標本誤差（母集団と標本・標本抽出法・標本誤差と標本分布） 

3. 確率と確率分布（事象と集合・確率・確率変数と確率分布・条件付き確率とベイズの定理・様々な確率分布） 

4. 標本分布と中心極限定理（標本誤差と確率分布・標本統計量と標本分布・中心極限定理） 

5. 統計的推定の概要（統計的推測・点推定と区間推定） 

6. 統計的推定：平均値の推定 

7. 比率の推定 

8. 統計的検定（基本的な考え方と手続き・統計的検定とその必要性・統計的検定における 2 種類の過誤） 

9. 統計的検定を行うときの注意（両側検定と片側検定・統計的検定の意味） 

10. 2 つの平均値差の検定（2 つの平均値の差の検定・t検定） 

11. 3 つ以上の平均値の差の検定（複数の集団を比較する・分散分析） 

12. カイ二乗検定（クロス表・カイ二乗検定・適合度検定） 

13. 三重クロス表の分析（変数間の関連・代表的な第三の要因） 

14. 相関と回帰（量的変数における関連を探る・回帰分析・重回帰分析） 

15. 因果への挑戦：原因と結果の関係を明らかにするために 

 

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関する指示は、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)(55%)/コース教材内の練習問題(15%)/課題提出(30%) 

筆記試験は定期試験期間に実施する。 

 

テキスト（Textbooks） 

オンラインで提示する内容がテキストに相当する。 

 

参考文献（Readings） 

コース教材内で適宜指定する場合がある。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

履修許可者は，9 月 20 日（火）～24 日（土）に Blackboardにログインして具体的な授業の受講方法について必ずその内容を確

認すること。 

 

※2 度のスクーリングの機会がある。 

池袋［第 1 回］  10 月 23 日（火）  ［第 2 回］ 12 月 4 日（火） 
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新座［第 1 回］  10 月 26 日（金）  ［第 2 回］ 12 月 7 日（金） 

昼休みを予定。詳細は webページに掲載する。 

 

注意事項（Notice） 
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■FB144 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

多変量解析入門 

(Introduction to Multivariate Analysis) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
多変量解析入門 

担当者名 

（Instructor） 
濱本 真一(HAMAMOTO SHINICHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMP2220 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
オンデマンド授業 

 

授業の目標（Course Objectives） 

データに潜む重要な情報を明らかにする方法として多変量解析を位置づけ，基本的な考え方，代表的な手法，および社会におけ

る活用法を理解する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

多変量解析の基本的な考え方と代表的な手法を習得する。特に，(1)予測・要因探求のための手法および(2)複雑な情報をまとめ

分類するための手法について解説を行う。さらに、統計解析言語 Rを用いた分析演習を通じて、これらの手法の活用事例や役割

を理解する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 多変量解析とは何か？ 

2. 記述統計学と推測統計学の復習 

3. 相関係数と偏相関係数 

4. 重回帰分析(1)：単回帰分析から重回帰分析へ 

5. 重回帰分析(2)：重回帰分析の考え方 

6. 重回帰分析(3)：ダミー変数と回帰分析の注意点 

7. 二項ロジスティック回帰分析 

8. 二元配置分散分析 

9. 三重クロス集計表の分析 

10. 因子分析(1)：因子分析の考え方 

11. 因子分析(2)：因子の回転と利用上の注意 

12. 主成分分析 

13. クラスター分析 

14. 構造方程式モデリング 

15. 多変量解析のまとめ 

 

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

資料や関連書籍を読み、不明な点がないか確認すること。学習した統計量の計算手順を復習し、その性質についての理解を定

着させること。動画の内容は『多変量解析』という広大な海へのほんの入り口であり、説明しきれていない豊かな統計理論や応用

例が存在する。動画で満足することなく、内容に関して疑問や論点を自分なりに整理していくことが、理解を深めることにつなが

る。 

学習時間は 1 回の授業あたり、動画視聴を含めて 240 分程度が目安である。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(60%)/課題提出(40%) 

筆記試験は定期試験期間に実施する。 

 

テキスト（Textbooks） 

オンラインで提示する内容がテキストに相当する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 山田剛史，杉澤武俊，村井潤一郎、2008、『Rによるやさしい統計学』、オーム社 

2. 村井潤一郎、2015、『初めての R――ごく初歩の操作から統計解析の導入まで』、北大路書房 

3. 中村永友、2010、『Rで学ぶデータサイエンス 2 多次元データ解析法』、共立出版 

4. Fox, John, and Sanford Weisberg. 2011 (2nd ed.). An R Companion to Applied Regression. SAGE 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

本科目は社会調査協会の定める社会調査士指定項目 E科目「多変量解析の方法に関する科目」に該当する。その性質上、同
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C 科目 D 科目の内容である基礎統計学の知識を前提とする。知識の習得が不安なものは、各自復習をしておくこと。 

履修許可者は，あらかじめ Blackboard にログインして具体的な授業の受講方法について必ずその内容を確認すること。 

学期に 2 回のスクーリングを実施する。解析言語 Rの利用方法を解説する機会はこれしかないので、出席を推奨する。 

 

池袋キャンパス 

［第 1 回］10 月 25 日（木）［第 2回］12 月 19 日（水） 

 

新座キャンパス 

［第 1 回］10 月 23 日（火）［第 2回］12 月 18 日（火） 

 

昼休みを予定。詳細は webページに掲載する。 

 

注意事項（Notice） 
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■FB145 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

デモクラシーとリベラルアーツ 

(Democracy and Liberal Arts) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
ＲＳＬ－芸術から考える社会の諸相 

担当者名 

（Instructor） 
藤井 満里子(FUJII MARIKO) 

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） 
CMP2220 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

この授業では、人間の心性に深く関わる身近な文化芸術に触れることを通じて、デモクラシーやリベラルアーツの普遍性や重要

性を学ぶ。芸術は「社会を映す鏡」であると同時に、様々な表現を通じて物事を多角的に捉え、理解することを可能にする。この

点を手がかりとして、芸術が持つ力や社会との関わりを多面的に考究し、これらにより、芸術を通して社会認識を深めることを目

指す。とくに、「自分らしい社会の捉え方」について、当事者性の観点から、ともに考える授業としたい。 

 

授業の内容（Course Contents） 

この科目は立教サービスラーニング（ＲＳＬ）科目群のひとつである。ＲＳＬはコミュニティを理解し、コミュニティに関わる能力を習

得することを通してシティズンシップ（市民性）を習得することを目的とする。様々な芸術のあり方をひとつの切り口として、デモクラ

シーとリベラルアーツにまつわる諸相について考える。芸術の多くが、当たり前と思われてきた価値観を打破し、様々な気付きを

促してくれる存在でもある。単なる鑑賞や楽しむものという域を越えて、この授業では、芸術を通して社会や人間との関わり方の

多様性について学修する。これらは講義に加え、映像やゲストスピーカーからの話、受講生どうしのディスカッションなどを中心に

進める。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

 この授業で学ぶこと 

2. 社会を見る視点とは（１） 

 シチズンシップをどう捉えるか 

3. 社会を見る視点とは（２） 

 芸術から社会を考える意義 

4. 文学から見た社会との関わり (１) 

 市民の声と社会的ドキュメンタリー 

5. 文学から見た社会との関わり (２) 

 社会問題に対する概念化と争点化 

6. 音楽から見た社会との関わり (１) 

 社会問題の解決手段としての活用 

7. 音楽から見た社会との関わり (２) 

 人間の尊厳の発掘と記憶の保存 

8. 演劇から見た社会との関わり (１) 

 共同作業による対話の再構築 

9. 演劇から見た社会との関わり (２) 

 ビジネスと融合した社会貢献活動 

10. 美術から見た社会との関わり (１) 

 既成概念の超越とアイデンティティの提示 

11. 美術から見た社会との関わり (２) 

 表現への使命と責任 

12. 芸術が持つ力(１) 

 芸術を読み解く力 

13. 芸術が持つ力(２) 

 芸術を守ることの社会的意義 

14. 授業統括 

 

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

日常的に社会問題やニュースに関心を持ち、とくに芸術や文化に関連する文献やニュース・新聞・雑誌記事に目を通しておくこ

と。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 
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レポート試験(Report Exam)(60%)/毎時間のディスカッションと課題ペーパー(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

適宜、プリントを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 逸見・原田・藤枝編著 立教大学 RSLセンター編集、2017、『リベラルアーツとしてのサービスラーニングーシティズンシップを

耕す教育ー』、北樹出版 (ISBN:9784779305306) 

授業時に紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FB146 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 
Introduction to Statistics 1 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Descriptive Statistics 

担当者名 

（Instructor） 

山口 和範(YAMAGUCHI KAZUNORI) 

ドイ ジミー(DOI,JIMMY) 

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） 
CMP2221 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 

・オンデマンド授業 

・TOEIC®550 点相当以上の英語力を有していることを前提に授業を実施する 

 

授業の目標（Course Objectives） 

This class is an introductory course that assumes no prior knowledge of statistics. Basic statistical concepts and methods are 

presented in a manner that emphasizes understanding the principles of data collection and analysis rather than theory. Much of 

the course will be devoted to discussions of how statistics is commonly used in the real world. The primary goal of the course is 

to help students understand how the process of problem solving using data, collecting data relevant to that problem, analyzing 

data, and interpreting data can help them find answers to real problems from their world. 

 

授業の内容（Course Contents） 

The following contents will be studied; frequency table, making statistical graphs, basic statistics as mean and variance, 

correlation and causation, analysis of variance and so on.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Role of statistics 

2. Data collection and Variables 

3. Frequency table and histogram 

4. Statistical Graphs 

5. Distributions 

6. Mean, mode and median 

7. Variance 

8. Comparison of distributions 

9. Relationship between two variables 

10. Cross tables 

11. Association between categorical variables 

12. Correation and scatter plot 

13. Regression analysis 

14. Cofounding 

15. Time series 

 

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

Assignments will be provided at each class. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(55%)/最終レポート(Final Report)(30%)/Assignments(15%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

This class is e-learing course on the Blackboard.  

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 235 - 

■FB147 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 
Introduction to Statistics 2 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Statistical Inference 

担当者名 

（Instructor） 

山口 和範(YAMAGUCHI KAZUNORI) 

ドイ ジミー(DOI,JIMMY) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMP2221 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 

・オンデマンド授業 

・TOEIC®550 点相当以上の英語力を有していることを前提に授業を実施する 

 

授業の目標（Course Objectives） 

This class is an introductory course that assumes no prior knowledge of statistics. Basic statistical concepts and methods are 

presented in a manner that emphasizes understanding the principles of data collection and analysis rather than theory. Much of 

the course will be devoted to discussions of how statistics is commonly used in the real world. The primary goal of the course is 

to help students understand how the process of problem solving using data, collecting data relevant to that problem, analyzing 

data, and interpreting data can help them find answers to real problems from their world. 

 

授業の内容（Course Contents） 

The folowing contents will be studied; Basics of statistical inference, population and sample, estiamtion, statisticla test and so 

on.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Role of Statistics 

2. Random Sample and Sampling Error 

3. Probability and Distributions 

4. Sampling distribution and the Central limit Theorem 

5. Statistical Estimation 1: Introduction 

6. Statistical Estimation 2 ; Estimation of means 

7. Statistical Estimation 3 ; Estimation of proportions 

8. Hypothesis Test 1 : Introduction 

9. Hypothesis Test 2 : Hypothesis and two types of errors 

10. Hypothesis Test 3 : Difference of means 

11. Analysis of Variance 

12.  Chi-squared Test 

13. Analysis of Multiway Table 

14. Correlation and Regression 

15. Approach to Causation 

 

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

Assignments will be provided at each class. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(55%)/最終レポート(Final Report)(30%)/Assignment(15%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

This class is e-learning course on the Blackboard. 

 

注意事項（Notice） 
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■FB150 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

国際情勢を読み解く 

(International Situation:from a historical point of view) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
世界を客観的に把握するために 

担当者名 

（Instructor） 
池上 彰(IKEGAMI AKIRA) 

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） 
CMP2200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

日々飛び込んでくる国際ニュースを冷静に理解し、自分なりの視点を持てる力を育む 

 

授業の内容（Course Contents） 

北朝鮮の核ミサイル開発、トランプ政権の暴走、ISのテロなど、世界は激動している。その現状を、少し前の歴史にさかのぼるこ

とで解きほぐす。積極的な質問を歓迎する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 世界地図から見る世界 

2. 東西冷戦と核開発競争 

3. 湾岸戦争からイラク戦争へ 

4. ISそしてシリア内戦とは 

5. 中東問題とは何か 

6. 世界の難民問題とは 

7. 宗教が世界を動かす 

8. トランプ政権はなぜ生まれたか 

9. アメリカとはどんな国か 

10. 中国が隠す現代史 

11. 異形の国家・北朝鮮 

12. 韓国はどんな国家なのか 

13. エネルギーが世界を動かす 

14. ＥＵの理想と現実 

 

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

国際情勢に敏感になること。ネットニュースにとどまらず、新聞や雑誌の国際ニュースを意識して見ること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(100%) 

筆記試験で評価する。持ち込み可とする。成績評価は厳しいので、安易な履修は勧められない。 

 

テキスト（Textbooks） 

特になし 

 

参考文献（Readings） 

講義中に適宜指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 237 - 

■FB171 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

立教ゼミナール２ 

(Seminars for Students of Rikkyo University 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
グローバル時代の経済論争 

担当者名 

（Instructor） 
関 智一(SEKI TOMOKAZU) 

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） 
CMP2240 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

2016 年度以降 1 年次入学者対象科目 

定員 30 名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

本ゼミナールの目標は，経済学的視点をベースとして，グローバル時代の経済問題を取り上げ，メンバー間での議論を通じ，最

終的に学生一人ひとりが独自の見解を持つに至ること，である。 

 

授業の内容（Course Contents） 

まずは，世界各国で実際に発生している経済問題を題材に，チームごとに資料収集しプレゼンテーションを行ってもらう。つづい

て，肯定派・固定派に分かれディスカッションを行い，問題の深層とその多面性について理解を深める。これらの作業を通じて，経

済学的視点による批判分析能力の醸成を目指したい。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 経済学視点とは何か 

3. 米国発経済論争・ミッキーマウス保護法とは何か 

4. 肯定派・否定派によるプレゼンテーションとディスカッション 

5. シンガポール発経済論争・頭脳立国政策の功罪 

6. 肯定派・否定派によるプレゼンテーションとディスカッション 

7. 中間まとめ 

8. 日本発経済論争・青色発光ダイオード特許事件が問うもの 

9. 肯定派・否定派によるプレゼンテーションとディスカッション 

10. バングラデシュ発経済論争・マイクロクレジットと BOPビジネス 

11. 肯定派・否定派によるプレゼンテーションとディスカッション 

12. ロシア発経済論争・国家資本主義の台頭 

13. 肯定派・否定派によるプレゼンテーションとディスカッション 

14. 全体まとめ 

 

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

準備学習の指示は履修登録完了後に Blackboard上にて履修者に対して行う。各自確認して予習すること。また，資料収集の方

法やプレゼン資料の作成方法，そしてディベートのやり方については，授業時に詳しく解説し指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業態度(40%)/プレゼンテーション(30%)/ディスカッション(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業の中で必要に応じて指示する。 

 

参考文献（Readings） 

授業の中で必要に応じて指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FB172 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

立教ゼミナール２ 

(Seminars for Students of Rikkyo University 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
若者論を読む 

担当者名 

（Instructor） 
井川 充雄(IKAWA MITSUO) 

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） 
CMP2240 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

2016 年度以降 1 年次入学者対象科目 

定員 30 名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「若者論」の話題となった２冊の本を精読することで，今日の「若者論」の源流を理解するとともに，履修者同士の議論により，今

日の状況への理解を深める。これにより，専門的な本を読む，発表を行う，討論を行う，といった学問の基本的な方法を習得する

ことを目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

いつの時代においても，若者論は盛んであるが，今日，その傾向は強まっていると言える。これは，社会の不安定化が進む中で

生じるさまざまな社会問題が「若者」の問題とされ，いわゆる「若者バッシング」が繰り返されていることの反映であると言えよう。

そこで，この授業では，今や日本における若者論の古典とも言える２冊（土井隆義『友だち地獄 : 「空気を読む」世代のサバイバ

ル』2008 年，古市憲寿『絶望の国の幸福な若者たち』原著は 2011 年）をじっくり読むとともに，他者との討論により，理解を深めて

いく。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 『友だち地獄 : 「空気を読む」世代のサバイバル』（１） 

3. 『友だち地獄 : 「空気を読む」世代のサバイバル』（２） 

4. 『友だち地獄 : 「空気を読む」世代のサバイバル』（３） 

5. 『友だち地獄 : 「空気を読む」世代のサバイバル』（４） 

6. 『友だち地獄 : 「空気を読む」世代のサバイバル』（５） 

7. 『絶望の国の幸福な若者たち』（１） 

8. 『絶望の国の幸福な若者たち』（２） 

9. 『絶望の国の幸福な若者たち』（３） 

10. 『絶望の国の幸福な若者たち』（４） 

11. 『絶望の国の幸福な若者たち』（５） 

12. 『絶望の国の幸福な若者たち』（６） 

13. まとめ（１） 

14. まとめ（２） 

 

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

履修者は，指定したテキストはもちろん，授業時間外に関連する文献を読むことによって，より多角的に理解を深めることが必要

である。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/授業内での発表・討論の発言等(60%) 

なお，3/4 以上の出席をしていない場合は，成績評価の対象としない。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 土井隆義、2008、『友だち地獄―「空気を読む」世代のサバイバル』、筑摩書房 (ISBN:978-4480064165) 

2. 古市憲寿、2015、『絶望の国の幸福な若者たち』、講談社 (ISBN:978-4062816120) 

 

参考文献（Readings） 

参考文献については，授業内で説明する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

本授業は少人数の演習形式である。狭義の専門にとらわれず，しっかりと文献を読み，それを発表したり，討論する能力を養おう

とするものである。したがって，授業内での発表や討論に際して，積極的に発言することが期待される。 

 

注意事項（Notice） 
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■FB173 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

立教ゼミナール２ 

(Seminars for Students of Rikkyo University 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
これからの「社会」の話をしよう 

担当者名 

（Instructor） 
安藤 裕介(ANDO YUSUKE) 

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） 
CMP2240 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

2016 年度以降 1 年次入学者対象科目 

定員 30 名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

学部や専門領域にとらわれない幅広い視野から、社会のさまざまな側面や問題に焦点をあて、参加者全員で議論する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

この授業では基本的にチームを組んで様々な視点から社会への理解を深めてもらう。報告担当にあたったチームはテキストの該

当箇所を簡潔にまとめるとともに、図書館データベースを利用して関連する資料（新聞や雑誌等の記事、各種統計データ）を見つ

け、みんなで議論すべき「問い」を提供してもらう。そこから参加者全員で問題意識を共有し、ボトムアップ式に議論の輪を広げて

いく。報告担当のチームには、毎回与えられるテーマに沿って（各回のテーマはテキストの章立て①～⑫に対応）、自由な発想と

事前の準備で議論を盛り上げる役割が期待される。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 図書館リサーチガイダンス（データベース利用の基本と応用） 

3. テーマ① GDP 

4. テーマ② 勤労 

5. テーマ③ 時代 

6. テーマ④ 多数決 

7. テーマ⑤ 運動 

8. テーマ⑥ 私 

9. テーマ⑦ 公正 

10. テーマ⑧ 信頼 

11. テーマ⑨ ニーズ 

12. テーマ⑩ 歴史認識 

13. テーマ⑪ 公 

14. テーマ⑫ 希望 

 

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

報告担当のチームは、各回のテーマ（テキストの各章①～⑫）を任意の視角から膨らませ、みんなで議論すべき「問い」を準備し

てくること。その際、図書館データベースを利用して、具体的な事件や事象の記事、統計資料等を調べてくること。報告を準備する

上で分からない点や不安な点は、担当教員や図書館ラーニング・アドバイザーに相談すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

報告プレゼンテーション(30%)/議論への参加・貢献(40%)/リアクション・ペーパー(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 井出英策・宇野重規・坂井豊貴・松沢裕作、2017 年、『大人のための社会科』、有斐閣 (ISBN:4641149208) 

 

参考文献（Readings） 

1. 井出英策・松沢裕作、2016 年、『分断社会・日本』（岩波ブックレット）、岩波書店 

2. 本田由紀、2014 年、『社会を結びなおす』（岩波ブックレット）、岩波書店 

3. 新藤宗幸、2016 年、『「主権者教育」を問う』（岩波ブックレット）、岩波書店 

4. 中野晃一ほか、2013 年、『いまこそ民主主義の再生を！』（岩波ブックレット）、岩波書店 

5. 内田雅敏、2015 年、『和解は可能か』（岩波ブックレット）、岩波書店 

6. 牛久保秀樹ほか、2014 年、『日本の労働を世界に問う』（岩波ブックレット）、岩波書店 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■FB174 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

立教ゼミナール２ 

(Seminars for Students of Rikkyo University 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
簿記・財務諸表の基礎 

担当者名 

（Instructor） 
松井 泰則(MATSUI YASUNORI) 

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） 
CMP2240 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

2016 年度以降 1 年次入学者対象科目 

定員 30 名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

簿記ならびに財務諸表について正しく理解することができる。第一に簿記の基本的仕組みを理解すること。第二に作成された財

務諸表を正しく読み取ることができるようになること。第三に今日における会計の役割を皆で議論することで会計に対する理解を

深めたい。 

 

授業の内容（Course Contents） 

本講義は大きく以下の前半と後半に分けて行う。 

前半は、複式簿記をマスターするための練習問題を中心に行う学習。後半は財務諸表に関する基本的で重要な財務諸表ならび

に会計基準の解説および今日における会計の役割について幅広く皆で議論したい。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

 （企業経営における会計の役割とその重要性） 

2. 決算の意義 

 （貸借対照表と損益計算書について） 

3. 仕訳１：取引記録としての仕訳 

 （勘定科目の性質と借方・貸方処理） 

4. 仕訳２：商品取引 

 （現金取引、売掛金と買掛金など掛取引） 

5. 仕訳と元帳転記 

 （仕訳の復習、元帳転記の意義） 

6. 合計残高試算表の作成おとび 6 桁精算表の作成 

 （合計試算表、残高試算表、合計残高試算表、当期純利益など） 

7. 決算修正事項（その１） 

 （売上原価の計算、貸倒計算など） 

8. 決算修正事項（その２） 

 （減価償却費、経過勘定項目など） 

9. 8 桁精算表の作成と財務諸表の基礎 

 （固定性配列法、売上総利益・営業利益・経常利益など） 

10. 資産に関連する会計基準の解説 

 （特に棚卸資産と固定資産の減価償却について） 

11. 負債・資本・収益・費用に関連する会計基準の解説 

 （特に資本市場の仕組みについて） 

12. 財務諸表の構造と基本的な分析手法 

 （基礎的な財務諸表分析を学習し、その意義を理解する） 

13. 実際に企業の財務諸表を分析してみよう 

 （会社のホームページと財務情報） 

14.  総 括 

 

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

予習以上に復習に重点を置いて、毎回の授業を確実にマスターしていくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席および授業に取り組む姿勢(30%)/小テスト(30%)/最終テスト(Final Test)(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 



 - 242 - 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FB175 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

立教ゼミナール発展編 ２ 

(Seminars for Senior Students of Rikkyo University 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
戦争・メディア・大衆文化 

担当者名 

（Instructor） 
松岡 昌和(MATSUOKA MASAKAZU) 

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） 
CMP3200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

2016 年度以降 1 年次入学者対象科目 

定員 30 名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

本科目では、第二次世界大戦中の日本の植民地・占領地におけるメディア利用を題材としながら、「戦争、メディア、大衆文化」と

いう、現代なお世界各地に見られる複合的問題について理解を深めることを目指す。 

 

授業の内容（Course Contents） 

本科目では、まず第二次世界大戦当時の歴史的状況と日本占領下東南アジアにおけるメディア文化政策の事例についての担

当者が講義を行う。その上でグループごとに当時の雑誌記事・軍政関係資料・関係者の手記などの文字資料、音楽・マンガ・映

画など非文字資料を読解し、受講者とともに討論する。さらに、メディア文化政策研究の実例として 4 人のゲストを招き、戦争・メ

ディア・大衆文化についての様々な視点を学んでいきたい。最終的に、各自の関心に従って戦争とメディアに関してレポートを作

成する。扱う資料については、受講者の関心も踏まえて選んでいく。また、スケジュールはゲストの都合で変更することがある。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 講義と討論：戦時メディア論 

3. 講義と討論：日本占領下東南アジアのメディアと文化 

4. 資料に関するグループ発表：日本人の占領体験 

5. 資料に関するグループ発表：メディア政策 

6. 資料に関するグループ発表：音楽 

7. 資料に関するグループ発表：映画 

8. 資料に関するグループ発表：図像資料(1)マンガ 

9. 資料に関するグループ発表：図像資料(2)美術 

10. ゲストによる事例研究の紹介と討論 1：映画(1) 

11. ゲストによる事例研究の紹介と討論 2：映画(2) 

12. ゲストによる事例研究の紹介と討論 3：音楽 

13. ゲストによる事例研究の紹介と討論 4：図像資料 

14. まとめ 

 

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

数人ずつ担当を決めて発表してもらうので、その準備を行ってもらう。また、その他の必要な課題は授業時に指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/討論への参加(20%)/グループによる発表(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

文献および資料については授業時に配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 佐藤卓己、1998、『現代メディア史』、岩波書店 (ISBN:978-4000260152) 

2. 中野聡、2012、『東南アジア占領と日本人――帝国・日本の解体』、岩波書店 (ISBN:978-4000283755) 

3. バラク・クシュナー、2016、『思想戦――大日本帝国のプロパガンダ』、明石書店 (ISBN:978-4750344362) 

その他、個別のトピックに関する参考文献は授業時に指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

演習科目ゆえ、担当教員やゲストによる講義の際も討論に多くの時間を割く。討論への積極的な参加を求める。 

 

注意事項（Notice） 
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■FB176 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

立教ゼミナール発展編 ２ 

(Seminars for Senior Students of Rikkyo University 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
韓国・朝鮮研究へのアプローチ 

担当者名 

（Instructor） 
石坂 浩一(ISHIZAKA KOICHI) 

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） 
CMP3200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

2016 年度以降 1 年次入学者対象科目 

定員 30 名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

朝鮮語を母語とせず、立教大学で朝鮮語を初修言語として選択した学生、または入学前から学習して現在まで学び続けている学

生を基本的対象とする。朝鮮語をより実践的に使いこなせるようにすることで、学部における専門教育や卒論研究を支援し、また

所属学部で演習に参加していない学生が自分の関心を深めていけるよう支援することを目指す。 

 

授業の内容（Course Contents） 

南北朝鮮に関する基礎知識を身に着けられるよう学習を促すとともに、朝鮮語の資料、データにアクセスする方法、現在の研究

状況とその争点などについて、深く的確に認識できるように学習していく。初年度として「朝鮮半島の現代文化」をテーマとするこ

とを予定しているが、単に表層を扱うだけでなく政治・経済・歴史的な背景、産業的・国際的側面などを視野に入れつつ各自の専

攻を生かして、大学での朝鮮語についての学びをより意味のあるものにできるよう授業を展開したい。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 参加者の関心分野に基づくグループ構成と授業の進め方についての議論 

2. 朝鮮半島を知るための基礎知識 

3. 利用したい資料。データへのアクセス方法について 

4. 課題設定の仕方とデータを読む練習 

5. 報告と討論１ 

6. 報告と討論２ 

7. 報告と討論３ 

8. 報告と討論４ 

9. 韓国社会を考える事例 ゲストスピーカー 

10. 報告と討論５ 

11. 報告と討論６ 

12. 報告と討論７ 

13. 報告と討論８ 

14. まとめ 

 

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

グループごとにしっかりと資料収集と報告準備を行い充実した討論を導き出すよう期待したい。また、韓国留学や短期研修の経

験がある者はそれを積極的に生かして問題意識を高めていってほしい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(30%)/授業・討論への参加度(40%)/報告発表への参加度(30%) 

最終レポートは報告と討論を発展させた、学習のまとめに相当するものである。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 石坂浩一・福島みのり編著、２０１４、『現代韓国を知るための６０章第２版』、明石書店 

 

参考文献（Readings） 

1. 和田春樹・石坂浩一編、２００２、『岩波小辞典 現代韓国・朝鮮』、岩波書店 

2. 伊藤亜人ほか監修、２０１４、『新版 韓国・朝鮮を知る事典』、平凡社 

3. 石坂浩一編著、２００６、『北朝鮮を知るための５１章』、明石書店 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FB177 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

立教ゼミナール発展編 ２ 

(Seminars for Senior Students of Rikkyo University 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
日本・台湾・中国をとりまく諸問題 

担当者名 

（Instructor） 
門間 理良(MOMMA RIRA) 

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） 
CMP3200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

2016 年度以降 1 年次入学者対象科目 

定員 30 名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

東アジアに存在する諸問題に関する理解を深め、受講者が授業で得られた知見を利用して、日本・台湾・中国の政治や軍事、日

中台関係の分析を的確に行うことができるような基礎を形成することを到達目標としている。 

 

授業の内容（Course Contents） 

東アジアにおいて政治・経済・軍事の面で大きな力を有している日本・台湾・中国の間を取り巻く諸問題（歴史認識、日台中関係、

中国の軍事力強化、南シナ海、尖閣諸島、沖縄、朝鮮半島、アメリカの動向など）を取り上げて解説し、質疑応答と討論を行う。台

湾関連の論述に比較的時間を割いた内容となっており、通常の「中国論」とは異なるアプローチをとる。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 台湾とはなにか 

台湾が置かれた国際的立場、気候風土、言語、宗教などを概観する。 

2. 台湾と日本 

日本の植民統治時代（1895-1945）から、現代の日台関係を論じる。 

3. 台湾と中国 

中台関係史を概観するとともに、現代の中台関係を論じる。 

4. 南シナ海問題 

多数のアクターが揃い、利害関係が錯綜している南シナ海問題について論じる。 

5. 尖閣諸島と南西諸島防衛 

尖閣諸島の歴史、主権に関する中台独自の主張、日本の立場、防衛上の意味などを論じる。 

6. 沖縄をめぐる安全保障問題 

沖縄の辿った歴史、安全保障上の位置づけ、中国・台湾との関係などを論じる。 

7. 台湾とアメリカ 

現在の台湾の地位と東アジアの安定に欠かせないアメリカの果たす役割について論じる。 

8. 現代の台湾政治【１】 

李登輝時代（1988-2000 年）、陳水扁時代（2000-2008 年）の台湾政治を論じる。 

9. 現代の台湾政治【２】 

馬英九時代（2008-2016 年）が進めた対中融和政策の実態と影響を論じる。 

10. 台湾アイデンティティの上昇と蔡英文政権下の中台関係 

３度目の政権交代の原動力となった台湾アイデンティティの上昇と中台関係の趨勢を論じる。 

11. 現代の中国政治 

2017 年 10 月に開かれた中国共産党第１９回大会と 18 年３月に開催された全国人民代表大会を踏まえて、習近平政権の

政治を論じる。 

12. 中国の進める軍事改革 

習近平政権の下で進められる軍事改革がアジアの安全保障に及ぼす影響を論じる。 

13. 台湾の軍事力 

中国の強大な軍事力に対抗する台湾の軍事力の内実と軍事戦略を論じる。 

14. まとめ 

日本・台湾・中国・アメリカ関係の将来 

 

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

講義の理解と良いレポートの執筆のために講義の中で下記に記した以外の参考文献を紹介するが、それらを積極的に読破する

ことを希望する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/出席兼コメントペーパーの内容(30%)/中間レポート（1 回）(30%) 

レポートに剽窃（無断引用）箇所が確認された場合、単位は付与しない。 

 



 - 246 - 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 防衛研究所、2015、『中国安全保障レポート 2014』、防衛研究所 (ISBN:9784864820264) 

2. 防衛研究所、2016、『中国安全保障レポート 2016』、防衛研究所 (ISBN:9784864820394) 

3. 防衛研究所、2017、『中国安全保障レポート 2017』、防衛研究所 

4. 財団法人霞山会、月刊誌、『東亜』、霞山会 

5. 安田淳／門間理良、2016、『台湾をめぐる安全保障』、慶應義塾大学出版会 (ISBN:9784766423167) 

6. 川島真他、2009、『日台関係史 1945-2008』、東京大学出版会 (ISBN:9784130322119) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

『中国安全保障レポート』は防衛省防衛研究所ウェブサイトからダウンロード可能。日本語版の他に中国語・英語版がある。 

 

注意事項（Notice） 
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■FB178 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

立教ゼミナール発展編 ２ 

(Seminars for Senior Students of Rikkyo University 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
ポスト高度成長期の子育てネットワークとジェンダー 

担当者名 

（Instructor） 
和田 悠(WADA YU) 

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） 
CMP3200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

2016 年度以降 1 年次入学者対象科目 

定員 30 名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

ジェンダー・家族・子育ての視角から高度成長期以降の現代日本社会の歴史的経験について理解する。現在日本の保育制度に

ついて一定の認識を獲得する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

 「保育園落ちた日本死ね」は 2016 年の流行語に選ばれた。匿名のブログのタイトルだったこのフレーズが流行語になった背景

には都市部での深刻な保育園の待機児童問題がある。だが、待機児童問題は現在に始まったことではない。高度成長期以降、

女性の社会進出は本格化し、さまざまな地域や職場で保育所づくりの運動が展開した。子どもを預ける場所に困ったさまざまな

女性たちが自発的に集まり、共同保育のサークルを立ち上げる場合も少なくなかった。子育てを軸にしたネットワーキングの経験

は同時代の女性たちを政治的社会化する契機ともなっており、その共同性は無縁社会とも言われる現在にあって再考に値する。 

 このゼミナールでは、ジェンダーに関する基本的な認識を獲得したのちに、1970 年代から 80年代にかけて千葉県松戸市で展

開した子育てサークルの回覧ノートを輪読する。回覧ノートには女性たちの子育ての悩みや夫婦関係の葛藤、職場での困難な

ど、子育てをしながら働く女性たちのさまざまな経験がつまっており、同時代のジェンダー規範とそれへの抵抗を具体的に理解す

る格好の一次資料である。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション：『てくてくノート』紹介 

2. 戦後日本の保育制度について 

3. 『ひばりニュース』の輪読① 

4. 『ひばりニュース』の輪読② 

5. 「てくてく勉強会」と私：ゲストスピーカーを予定 

6. 「てくてくノート』の輪読① 

7. 「てくてくノート』の輪読② 

8. 地域で子育てを支援する①：ゲストスピーカーを予定 

9. 『てくてくノート』の輪読③ 

10. 「てくてくノート』の輪読④ 

11. 地域で子育てを支援する②：ゲストスピーカーを予定 

12. 「てくてくノート』の輪読⑥ 

13. 「てくてくノート』の輪読⑦ 

14. 授業全体の振り返りとまとめ：ゲストスピーカーを予定 

 

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

子育てサークルの回覧ノートを輪読し、議論するという授業の性格上、毎週、資料を読み、疑問点や調べた点をレポートにまとめ

る課題が毎週出る。その他に居住地の保育行政について調べて発表するなどの課題もある。予習する時間をしっかりと確保して

おくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

毎回の授業で提出するレスポンスシート(30%)/最終レポート(Final Report)(40%)/授業内で指示する調べ学習による提出物(30%) 

欠席回数 3 回を超えたものについてはただちに D 評価とする。遅刻 2 回で 1 回分の欠席とみなす。立教大学は公欠制度を認め

ていないことにも留意をされたい。安易な履修は禁物である。 

 

テキスト（Textbooks） 

特定の教科書は使わない。 

 

参考文献（Readings） 

1. 小林美希、2015、『ルポ 保育崩壊』、岩波新書 (ISBN:4004315425) 

2. 小林美希、2013、『ルポ 産ませない社会』、河出書房新書 (ISBN:4309246222) 

3. 猪熊弘子、2011、『死を招いた保育―ルポルタージュ上尾保育所事故の真相』、ひとなる書房 (ISBN:4894641682) 
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4. 前田正子、2017、『保育園問題 - 待機児童、保育士不足、建設反対運動』、中公新書 (ISBN:412102429X) 

5. 中西新太郎、2009、『“生きづらさ”の時代の保育哲学 』、ひとなる書房 (ISBN:4894641348) 

6. 近藤幹生、2014、『保育とは何か』、岩波新書 (ISBN:4004315093) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

この授業は、立教大学ジェンダーフォーラムが開講するものである。ジェンダーフォーラムの主催するイベントや講演会に積極的

に参加すること。ジェンダーフォーラムの公式サイトは下記の通りである。 

http://www.rikkyo.ac.jp/aboutus/philosophy/activism/gender/ 

 

注意事項（Notice） 
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■FB181 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

テレビという媒体 

(Television as a Medium) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
ポスト・グローバル時代の大衆文化 

担当者名 

（Instructor） 

細井 尚子(HOSOI NAOKO) 

貴島 誠一郎(KIJIMA SEIICHIRO) 

土屋 秀夫(TSUCHIYA HIDEO) 

塚原 あゆ子(TSUKAHARA AYUKO) 

植田 博樹(UEDA HIROKI) 

佐野 史郎(SANO SHIRO) 

高田 圭三(TAKADA KEIZO) 

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） 
CMP2210 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2016 年度以降 1 年次入学者対象科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

グローバル化した現代の大衆文化の特性は、選択するソフトの多様化のみならず、媒体の多様化も重要な要素の１つとなってい

る。戦後の日本社会に寄り添って成長してきたメディアであるテレビの特性を考察し、現代の大衆文化をテレビ媒体の現代史と重

ね、ポスト・グローバル時代の大衆文化について理解を深める。 

 

授業の内容（Course Contents） 

1953 年に NHK東京テレビジョン局が本放送を開始して以来、民放各局が開局したテレビの歴史・テレビを巡る状況を理解した上

で、「ドラマ」に焦点を当てて設けた切り口―演出、制作、美術、演者－から、メディアであるテレビの特性を考察する。現場で活躍

する方々を講師に迎え、具体的な事例を用いて展開する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. （4 月 28 日）オリエンテーション・①テレビというメディア 

細井尚子＝異文化コミュニケーション学部・貴島誠一郎＝ＴＢＳエグゼクティブプロデューサー・土屋秀夫＝元ＮＨＫプロデュ

ーサー・取締役上席執行役員 

2. （4 月 28 日）②テレビの歴史 

細井・貴島・土屋 

3. （4 月 28 日）③テレビを巡る状況＋講師トーク・セッション、質疑応答 

細井・貴島・土屋 

4. （5 月 12 日）①ディレクターの仕事 

細井・貴島・塚原あゆ子＝ドリマックス・テレビジョン・ディレクター 

5. （5 月 12 日）②テレビ「ドラマ」を演出する 

細井・貴島・塚原 

6. （5 月 12 日）③ディレクターの視点から語るテレビドラマ＋講師トークセッション、質疑応答 

細井・貴島・塚原 

7. （6 月 9 日）①プロデューサーの仕事 

細井・貴島・植田博樹＝TBSプロデューサー 

8. （6 月 9 日）②テレビドラマをプロデュースする 

細井・貴島・植田 

9. （6 月 9 日）③プロデューサーの視点から語るテレビドラマ＋講師トークセッション、質疑応答 

細井・貴島・植田 

10. （6 月 23 日）①美術の仕事 

細井・貴島・高田圭三＝アックス・美術プロデューサー 

11. （6 月 23 日）②テレビドラマ美術の「時代考証」 

細井・貴島・高田 

12. （6 月 23 日）③美術制作の視点から語るテレビドラマ＋講師トークセッション、質疑応答 

細井・貴島・高田 

13. （7 月 14 日）①俳優という仕事 

細井・貴島・佐野史郎＝俳優 

14. （7 月 14 日）②テレビドラマにおける俳優の「役作り」 

細井・貴島・佐野 

 

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

必要に応じて教場で具体的な課題を示す。 
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成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(50%)/リアクション・ペーパー(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

必要に応じ、教場で示す。 

 

参考文献（Readings） 

必要に応じ、教場で示す。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

本講座は 5 回目（7 月 14 日）も 3 コマ（3～5 限）で開講する。 

7 月 14 日③の授業計画：俳優の視点から語るテレビドラマの現状と未来＋講師トークセッション、質疑応答（細井・貴島・佐野） 

 

開講日に注意。1 回欠席すると、週 1 回授業の場合の 3 回欠席に相当するので気を付けること。 

 

注意事項（Notice） 
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■FB182 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

フィールドから考える現代世界の暴力と平和 

(Violence and Peace in Modern World) 

担当者名 

（Instructor） 

石井 正子(ISHII MASAKO) 

小峯 茂嗣(KOMINE SHIGETSUGU) 

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） 
CMP2210 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2016 年度以降 1 年次入学者対象科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

現代世界の暴力と平和の諸相を理解する。 

様々な実体験を持つ講師の経験を通して、それらをより身近なものとして考えられるようにする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

  紛争、災害、テロリズムなどに見られるように、現代世界においては、個人や地域社会、国家、さらには地球全体にも脅威は蔓

延している。そしてそれらの脅威は時には連鎖反応を引き起こしている。例えばシリアの内戦は、欧州の難民・移民への迫害を引

き起こし、日本国内のヘイト・スピーチの広がりは、北東アジアの国家間の緊張も背景にある。本科目は、このような現代世界の

暴力の背景や影響をどのようにとらえ、それらに対していかに取り組んでいくかについて考えていくことを目的とする。                                   

 本科目では、世界の多彩なフィールドにおいて、様々な立場から取り組みを行ってきた実践家を講師に招き、講師たちの実体験

を語っていただき、それを踏まえた現代世界を見る視点を提供していく。そしてその提起を基にした議論を行っていく。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 首藤信彦氏「現代世界の暴力と平和を読み解く視点」 

3. 小川秀樹氏「コソボ―冷戦終結後のバルカン半島情勢と現状」 

4. 阪口直人氏「カンボジア―内戦終結後の民主化の動向」 

5. 今井ひなた氏「スリランカ―内戦終結後の政治変動」 

6. 玉木智弘氏「アフリカ―開発コンサルタントとして見る変貌」 

7. 振り返り＆ディスカッション①（第 2 回～第 6 回） 

8. 石井正子「フィリピン南部の武力紛争：暴力的過激主義の台頭を人びとはどう受け止めているのか」 

9. 吉村誠司氏「日本と世界の災害の現場から」 

10. 小峯茂嗣「ルワンダ―ジェノサイド後を生きる加害者と被害者」 

11. 石丸次郎氏「北朝鮮―国内からの声を聴き、伝える」 

12. 永井陽右氏「ソマリア―難民の若者をテロリストにさせないために」 

13. 首藤信彦氏「中東―ＩＳ後の地域情勢と世界」 

14. 振り返り＆ディスカッション②（第 8 回～第 13 回） 

 

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） 

授業への参加度(30%)/振り返り＆ディスカッションにおけるリアクションペーパー(70%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業で適宜紹介する。 

 

参考文献（Readings） 

授業で適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

上記の講師のタイトルはすべて「仮」タイトルです。 

授業スケジュールは講師の都合により変更になる場合があります。 

 

注意事項（Notice） 
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■FB183 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

翻訳・通訳と現代社会 

(Translation and Interpreting in the World Today) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
翻訳通訳事象を通して考える現代社会の諸相 

担当者名 

（Instructor） 

武田 珂代子(TAKEDA KAYOKO) 

本村 裕美子(MOTOMURA YUMIKO) 

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） 
CMP2210 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2016 年度以降 1 年次入学者対象科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

外交，紛争、司法、福祉，医療，文学，映画，ビジネス，テクノロジーなど現代社会の諸相における翻訳・通訳事象の考察を通し

て，グローバル化や多文化多言語共生社会におけるコミュニケーションの意味について理解を深める。 

 

授業の内容（Course Contents） 

現代社会の諸相で翻訳・通訳行為に関わるゲストスピーカーによる講義および教員・学生を交えたディスカッションを通して，グロ

ーバル化や多文化多言語共生社会におけるコミュニケーションの意味や異文化・異言語間コミュニケーションの仲介役としての翻

訳・通訳者の役割について考察する。可視性が高いと思われる文学・映画分野における翻訳行為に加え、司法・福祉・医療にお

ける通訳の実践者・教育者の視点、機械翻訳その他の翻訳ツール，グローバル企業の翻訳・通訳戦略などに焦点を当てる。ま

た、翻訳通訳サービスの効果的なユーザーになるための議論も行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 外交通訳 

3. スポーツ通訳 

4. ビジネス通訳 

5. 司法通訳 

6. 医療通訳 

7. 手話通訳 

8. 文芸翻訳 

9. 字幕翻訳 

10. アジア言語の翻訳・通訳 

11. 機械翻訳と翻訳ツール 

12. グローバル企業の翻訳・通訳戦略 

13. まとめ 

14. 総括と最終テスト 

（内容と順番に変更が生じる可能性あり。） 

 

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

ゲストスピーカーの仕事について事前に調べ、課題を提出して、授業に臨むこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(40%)/コメントカード(40%)/課題(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 武田珂代子編著、2017、『翻訳通訳研究の新地平』、晃洋書房 (ISBN:9784771028135) 

 

参考文献（Readings） 

1. 鳥飼玖美子編著、2013、『よくわかる翻訳通訳学』、ミネルヴァ書房 (ISBN:4623067270) 

授業中に適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

TI@Rikkyo http://www2.rikkyo.ac.jp/web/ti-rikkyo/ 

Kayoko Takeda's publications https://works.bepress.com/kayoko_takeda/ 

 

注意事項（Notice） 
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■FB184 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

キャスターが教える”コミュニケーション力” 

(Ahchorpersons Teach Communication Skills) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
情報を的確に伝え、コミュニケーション力を向上させるためのスキル 

担当者名 

（Instructor） 

郭 洋春(KWAK YANGCHOON) 

橋谷 能理子(HASHITANI NORIKO) 

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） 
CMP2210 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2016 年度以降 1 年次入学者対象科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

約 30 年にわたり報道番組のキャスターを務めてきた方をお招きして、その経験を生かし、必要な情報をいかに相手にわかりやす

く伝え、なおかつ相手と信頼関係を築いて円滑なコミュニケーションを図るかを教える。 それによって、結果的に“人間力”の向上

にもつなげることを目的とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

サンデーモーニングでキャスターを務める橋谷能理子さんをメイン講師として、毎回コミュニケーション能力を向上させる方法を実

践的に伝える。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. コミュニケーション力、伝える力がなぜ今重要か 

2. 【伝えるスキル】ゲストスピーカー 佐々木圭一氏（コピーライター・「伝え方が９割」著者）に「ノーをイエスにする技術」につい

ての話を聞く 

3. 【伝えるスキル】傾聴・ノンバーバル（非言語）コミュニケーションの重要性 

4. 【伝えるスキル】情報整理・要約力の強化 

5. 【伝えるスキル】説明力・説得力の強化 

6. 【人を動かすスキル】ＮＬＰ心理学を用いたコミュニケーション法 

7. 【人を動かすスキル】心を動かす話術とは？～東京オリンピックプレゼンテーションの考察① 

8. 【人を動かすスキル】心を動かす話術とは？～東京オリンピックプレゼンテーションの考察② 

9. 【人を動かすスキル】ディスカッション～自分の意見をどう主張するか～ 

10. 【メディアを考える】ゲストスピーカー 古田大輔氏（バズフィード・ジャパン創刊編集長）に、「全てのメディアはネットへ 溢れ

る情報の中で騙されないために」というテーマで話を聞く 

11. 【メディアを考える】テレビ制作の現場とは～番組はどう作られるか～ 

12. 【メディアを考える】ゲストスピーカー 関口宏氏に、現在のテレビ、報道の現状について、また可能性や課題についての話

を聞く 

13. 【メディアを考える】伝えることの可否、伝える手法の考察 

14. 【“伝える”ための総合力】テレビの特集を企画し、プレゼンテーションを実践する 

 

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

随時指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

毎回のコメントペーパー(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 橋谷能理子、2016、『伝わる力－90 分で変わる！相手の信頼を勝ち取る』、プレジデント社 (ISBN:4833421976) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

http://ameblo.jp/hashitani/ 

 

注意事項（Notice） 
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■FB185 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

立教ＯＢＯＧの「社長の履歴書」 

(Career of Rikkyo Graduate CEOs) 

担当者名 

（Instructor） 

須永 徳武(SUNAGA NORITAKE) 

井田 純一郎(IDA JUNICHIRO) 

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） 
CMP2210 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2016 年度以降 1 年次入学者対象科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

立教大学 OBOGの社長のキャリアを聞くことを通して、受講生それぞれが自らのキャリア形成について具体的に考え、大学での

学びや過ごし方を再認識する機会とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

現役の社長として、現在、会社経営のかじ取りをしている立教大学 OBOG社長をお招きし、大学時代をどう過ごしたか、起業した

経緯や会社経営の難しさ、どのような人材がこれからの社会には必要か、大学時代に何を、どのように学ぶべきか、など様々な

論点について、立教大学の先輩として後輩の学生たちに率直な考えを伝えてもらう。また、一方的な講義ではなく、学生と社長と

の討論や意見交換を積極的に行えるよう、インタラクティブな形式で授業を進める。  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 本講義のガイダンス（須永徳武） 

2. 社長の履歴書 1 （井田純一郎・サンヨー食品株式会社社長） 

3. 社長の履歴書 2 （石渡美奈・ホッピービバレッジ株式会社社長） 

4. 社長の履歴書 3 （鈴木雅哉・株式会社 MonotaRo社長） 

5. 社長の履歴書 4 （宮地勘司・株式会社 教育と探求社社長） 

6. 社長の履歴書 5 （高柳寛樹・株式会社ウェブインパクト社長） 

7. 社長の履歴書 6 （山野政彦・株式会社山野楽器社長） 

8. 社長の履歴書 7 （峰岸真澄・株式会社リクルートホールディングス社長） 

9. 社長の履歴書 8 （菅原勇一郎・株式会社玉子屋社長） 

10. 社長の履歴書 9 （高橋百合子・E.OCT株式会社社長） 

11. 社長の履歴書 10 （佐藤光紀・株式会社セプテーニ・ホールディングス社長） 

12. 社長の履歴書 11 （品川泰一・株式会社ユーキャン社長） 

13. 社長の履歴書 12 （治山正史・株式会社はるやまホールディングス社長） 

14. 総括－立教 OBOG社長から何を学び、これからどう生きるか？（須永徳武） 

 

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

毎回の授業において指示する。 

 

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など(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特になし。 

 

参考文献（Readings） 

必要に応じ授業中に紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業全体を、井田純一郎（サンヨー食品株式会社社長・兼任講師）と須永徳武（科目担当者）でコーディネートする。なお、ゲスト

スピーカーの各社長および登壇順は都合により変更されることがある。 

 

また、最終授業日（総括回）の夕方より、登壇いただいた各社長と受講生との懇親会を開催する予定である。 

 

注意事項（Notice） 
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■FB186 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

グローバルシティ・ソウルを読み解く 

(Seoul Studies: Exploring the Global City) 

担当者名 

（Instructor） 

黄 盛彬(SEONGBIN HWANG) 

金 兌恩(KIM TAEEUN) 

平田 由紀江(HIRATA YUKIE) 

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） 
CMP2210 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2016 年度以降 1 年次入学者対象科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

グローバル都市としてのソウルへの知的な探求を目的とする．現代韓国についての情報提供に止まるのではなく, それをもとに

いかにその社会や文化を研究していけばいいのかについての社会学的な知見と視座を身につける． 

 

授業の内容（Course Contents） 

グローバル都市としてのソウルにおける諸現象を取り上げ, その背景を解説する．ソウルにおける社会・文化的な諸現象を, どの

ような枠組みで分析しうるのか, という理論枠組みを提示する. 各回の講義では、ソウルのある場所を訪れて, そこでの顕著な現

象を取り上げ, 研究・分析のアプローチを紹介していく. 「北村」, 「ソウル市庁前広場」, 「鐘路」, 「新村」, 「明洞」, 「江南」, 「梨泰

院」などと観光スポットとしても馴染みのある場所を取り上げるが, テーマとしては「伝統」, 「ポピュラーカルチャー」, 「ジェントリフ

ィケーション」, 「外国人労働者・移民」, 「多文化化」, 「社会的排除」, 「貧困・格差」, 「ジェンダー」, 「文化資本」などの社会学的

テーマを多く取り上げる.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. ソウル市庁前から世宗路：数百万人によるデモを駆り立てるものは何か 

3. 大学の街とジェントリフィケーション：シンチョン（新村）からホンデ（弘大） 

4. 伝統の創造：インサドン（仁寺洞）と（ブッくチョン）北村を訪ねる 

5. ファン文化と観光①：韓国ドラマと日本女性観光客 

6. ファン文化と観光②：K ポップとチョンダムドン（淸潭洞） 

7. ジェンダーで読み解く韓流と新大久保 １ 

8. ジェンダーで読み解く韓流と新大久保 ２ 

9. 近代歴史遺産を考える：ソウル駅 

10. 記憶の場としての西大門刑務所 

11. 多文化な街、イテウォン（梨泰院） 

12. ソウルの多文化化の現実と課題：大林洞の中国朝鮮族  

13. インターネットと民主主義を考える：公共圏としてのインターネット空間 

14. 総括 

 

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

各回の参考文献を事前に読んでおくこと． 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/授業内でのレポート(50%)/出席などの授業参加度(10%) 

 

テキスト（Textbooks） 

初回の授業時にシラバス詳細版を配布する． 

 

参考文献（Readings） 

1. Saskia Sassen、2008、『グローバル・シティ―ニューヨーク・ロンドン・東京から世界を読む』、筑摩書房 (ISBN:448086718X) 

2. 文京洙、2015、『新・韓国現代史』、岩波書店 (ISBN:4004315778) 

3. 四方田 犬彦、2001、『ソウルの風景―記憶と変貌』、岩波書店 (ISBN:400430749X) 

4. 川村 湊、2000、『ソウル都市物語―歴史・文学・風景』、平凡社 (ISBN:4582850391) 

5. 鄭 雲鉉、1999、『ソウルに刻まれた日本―69 年の事蹟を歩く』、桐書房 (ISBN:4876474583) 

6. Todd A. Henry. 1016. Assimilating Seoul: Japanese Rule and the Politics of Public Space in Colonial Korea, 1910-1945. Univ 

of California Pr (ISBN:0520293150) 

7. Lees, Loretta. 2017. Global Gentrifications: Uneven Development and Displacement. Policy Press (ISBN:1447313488) 

各回の授業で, その都度案内する． 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■FB187 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

戦後社会と原子力 

(Postwar Japan and Nuclear Power) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
ヒロシマからフクシマまで 

担当者名 

（Instructor） 

関 礼子(SEKI REIKO) 

後藤 隆基(GOTO RYUKI) 

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） 
CMP2210 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2016 年度以降 1 年次入学者対象科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

被爆経験から原子力の平和利用、そして福島原発事故へという道程を見る・聞く・読む。 

 

授業の内容（Course Contents） 

広島・長崎の原爆投下から第五福竜丸事件を経て福島原発事故まで、戦後日本という括りのなかで、社会問題としての「原子

力」を、語りや文字、映像や演劇表現を通して「見る」「聞く」「学ぶ」。授業では多様なゲストスピーカーをリレー形式でお招きし、問

題の多面性や複雑性を捉えるとともに、毎回のリアクションペーパーを通して聞き取る力と聞き取ったことを書き留める力を涵養

する。また課題文献レポートを通して理解を深める。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. ヒロシマ・ナガサキの証言者たち 

3. ヒロシマ・ナガサキの表現者たち 

4. 第 5 福竜丸事件と原子力の平和利用 

5. ヒロシマ・ナガサキと演劇の世界 

6. スリーマイル・チェルノブイリへ／から 

7. 原子力を「読む」 

8. 原発事故後の「復興」とは：まちづくりから＜未来づくり＞への転身 

9. 原発事故後の表現の世界１ 

10. 原発事故後の表現の世界２ 

11. 原発事故避難の現在：裁判という「場」から 

12. 原発事故避難の現在：裁判という「場」では 

13. 原子力を「読んで」 

14. まとめ 

 

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

課題レポート作成のための文献講読、レポートの作成。授業内課題の持ち帰り。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

毎回の授業の課題（リアクションペーパーなど）(70%)/課題レポート(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 関礼子編、2015、『”生きる”時間のパラダイム』、日本評論社 

 

参考文献（Readings） 

1. 関礼子編、2018、『被災・避難の社会学』、東信堂 

2. テッサ・モーリス・スズキ、2015、『ひとびとの精神史 第 2 巻』、岩波 

3. ニッセイ基礎研究所＋いわき芸術文化交流館アリオス編、2012、『文化からの復興』、水曜社 

4. 浜日出夫他編、2013、『被爆者調査を読む』、慶応義塾大学出版会 

5. 堀川惠子、2017、『戦禍に生きた演劇人たち』、講談社 

6. 渡邊登、2017、『「核」と対峙する地域社会』、リベルタ出版 

7. 大石又七、2003、『ビキニ事件の真実』、みすず書房 

参考文献（課題図書）として、ほかに、関礼子他編『鳥栖のつむぎ』新泉社 2014、丹羽美之ほか編『メディアが震えた』東京大学出

版会 2013、長谷川公一『脱原子力社会の選択（増補版）』新曜社 2011。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■FB188 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

市民が動く、社会が変わる 

(Citizens as the Agents of Change) 

担当者名 

（Instructor） 

高木 恒一(TAKAGI KOICHI) 

阿部 治(ABE OSAMU) 

和田 悠(WADA YU) 

平野 泉(HIRANO IZUMI) 

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） 
CMP2210 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2016 年度以降 1 年次入学者対象科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

多様な市民活動の事例に触れることを通して、社会の変革主体としての市民の可能性を考える契機とすること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

多様化と複雑化が進展する今日の社会では、政府や企業から相対的に自立した 「市民」の活動がますます大きな意味を持つよ

うになっている。そして市民の活動領域はグローバルからローカルにいたるまで大きな広がりを見せている。こうした状況を踏ま

えて、本授業では社会を動かす主体としての市民のあり方を多様な現場に関わる研究者、市民活動家の取り組みを紹介しつつ

検討していく。具体的には、シチズンシップ教育、国際紛争、環境と地域再生、人権問題などの現場で活動を展開している市民ま

たはこうした活動に造詣の深い研究者をゲストスピーカーとしてお招きして、多様な市民活動の可能性を検討していくこととした

い。   

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 市民とは何か、社会とは何か 

3. 公害の経験を地域再生に活かす 

4. 持続可能な発展と市民の活動 

5. 市民と地域 

6. 地域で考え、地域で動く 

7. 東南アジアを歩く：鶴見良行の歩き方 

8. オルタナティブな市民の交易 

9. オルタナティブ社会づくりのための NGO活動 

10. 差別とたたかう市民:日本の反アパルトヘイト運動 

11. ポスト・アパルトヘイトの南アフリカ 

12. 市民の記録を未来へ：立教大学共生社会研究センターの試み 

13. 3.11 以降の市民社会 

14. 総括 

 

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

本授業ではグローバル・ローカルな多彩な社会問題を取り扱う。この内容を理解するためには現代史および現代の経済・政治・

社会問題に関する基礎的知識が必要となる。各自必要に応じて学ぶこと。また授業時に紹介する文献や情報に積極的に取り組

むことが必須である。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(80%)/授業への参加度(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業時に提示 

 

参考文献（Readings） 

授業時に提示 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

・遅刻や早退をしない、私語をしないなど、基本的な受講マナーを守ること。受講マナーを守れない学生に対しては厳しく対応す

る。 

・授業内で教員・ゲストスピーカーと質疑応答の時間を設ける。この時間に積極的に発言を求める。 

 

注意事項（Notice） 
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■FB189 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

グローカルの可能性 

(An Introduction to "Glocal" Experience) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
埼玉を事例にひも解く 

担当者名 

（Instructor） 

逸見 敏郎(HEMMI TOSHIRO) 

今井 信治(IMAI NOBUHARU) 

小川 秀樹(OGAWA HIDEKI) 

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） 
CMP2210 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2016 年度以降 1 年次入学者対象科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 埼玉を事例として、地球市民としてのグローバルな視点、地域市民としてのローカルな視点、両者をグローカル(Glocal)な視点を

バランスよく修得する契機とすることを目的とする。そして、Think globally, act locallyな態度を身につける。 

 

授業の内容（Course Contents） 

 異文化や多様性に寛容であるためには、海外での異文化体験のみならず、日本国内の多様な地域性を理解し、地域市民とし

て自覚とマインドを培うことが必要と考える。当科目では、海外に目を向けるグローバル性を意識しつつ、国内、特に立教大学が

共生し多くの学生の出身地でもある埼玉県に着目し、①宗教性（山岳信仰、札所参り）、②民俗・文化性（秩父地方での多様な祭

り）、③経済・産業性（地元資本百貨店、渋沢栄一、ハラルの特産化）、アニメの聖地化など、複数にわたる分野を積極的に取り上

げる。その上で複眼的な視点で埼玉のローカル性を解読するとともに、他の国内地域、また国外とのかかわりをグローバルな視

点からにとらえなおすことを目的とする。 

 授業には、埼玉県におけるそれぞれの領域の第一人者であるゲストスピーカーをお招きして現状を報告いただき、受講生との

ディスカッションを展開したい。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 授業の目的 

2. グローバル化とローカリティ グローバル化の功罪 ローカルの可能性 

3. 埼玉県の特徴(１) 歴史的経緯 地政学的特徴 「ダサイタマ」を巡る言説 

4. 埼玉県の特徴(２) 宗教からみた埼玉 山岳信仰 秩父札所巡り 

5. 埼玉県の特徴(３) 多様な祭り 秩父夜祭り・川越祭り・熊谷うちわ祭り 祭りに込められた意味 

6. 経済人・渋沢栄一の足跡 グローカルな経済人としての渋沢栄一 

7. 地元百貨店の意義と地域経済(１) 百貨店の歴史 矢尾百貨店(秩父)・丸広百貨店(川越)・八木橋百貨店(熊谷) 

8. 地元百貨店の意義と地域経済(２) 地域住民とグローカルな存在としての百貨店 

9. 地域経済における新たな経済需要の喚起(１) 鉄道とニュータウン開発 アニメの聖地(鷲宮・秩父)  

10. 地域経済における新たな経済需要の喚起(２) 私鉄(西武鉄道・秩父鉄道) 

11. 地域経済における新たな経済需要の喚起(３) 熊谷市を事例として(権田酒造・ラグビータウン) 

12. ニューカマーとしての外国籍の住民 旧来の地域住民との共存の模索 

13. 地元メディアの使命と役割 埼玉新聞を事例として 

14. 授業のまとめ グローカルな態度とは 自分の地元をグローカルにとらえる 

 

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

①自分の居住地、出身地の統計的データ、地理的特徴など、行政の HPや地図などで確認しておく。 

②埼玉県の地理や統計データなどを行政の HPや地図などで確認しておく。図書館に配架されている「埼玉新聞」を週に１回は目

を通すこと。 

③ゲストスピーカー(ＧＳ)を招聘する。その際には、事前にＧＳの活動など紹介するので、当日にはＧＳの講義から発展的に質問

できるよう予習を欠かさないこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/毎授業時のリアクションペーパー(10%)/授業時に指示する課題レポート(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

プリントを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 吉本哲郎、2008、『地元学をはじめよう』、岩波書店 (ISBN:4005006094) 

2. RSLセンター編集、2017、『リベラルアーツとしてのサービスラーニング』、北樹出版 (ISBN:4779305306) 

3. 刈谷剛彦編、2014、『「地元」の文化力: 地域の未来のつくりかた』、河出書房 (ISBN:4309624758) 
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4. 恩田守雄、2010、『グローカル時代の地域づくり-第 2 版』、学文社 (ISBN:4762021067) 

その他は、授業時に指示する 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

・Blackboardを使用する。操作法などは、各自で理解習得しておくこと。 

・授業内容に関連する自学部自学科科目、全学共通科目の RSL科目なども履修し、幅広く、深めるように学修するようこころが

けること。 

 

注意事項（Notice） 
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■FB190 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

＜トランプ時代＞の解剖学 

(Anatomy of American Culture in the Trump Era) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
アメリカ文化の現在 

担当者名 

（Instructor） 

生井 英考(IKUI EIKO) 

松原 宏之(MATSUBARA HIROYUKI) 

佐々木 卓也(SASAKI TAKUYA) 

新田 啓子(NITTA KEIKO) 

江崎 聡子(EZAKI 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） 
CMP2210 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2016 年度以降 1 年次入学者対象科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

この授業の目標は、トランプ政権を誕生させたアメリカの社会と文化の分析を通じて、現代アメリカの多様な側面を理解すること

である。 

 

授業の内容（Course Contents） 

大統領選の当初から政権発足 1 年余りを経た現在も「予想外」、「想定外」の事態が頻出し、「パンドラの箱を開けた」と言われる

トランプ政権とその時代を、種々の文化現象を通して「解剖」する。「人種」、「階級」、「ジェンダー」、「民主主義」などに注目し、トラ

ンプを生んだアメリカの政治、外交、歴史、文学、メディア、社会思想を考察する試みである。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーションおよびイントロダクション（担当：生井） 

2. 現代アメリカの人種（担当：松原） 

3. 歴史から考える人種（担当：松原） 

4. 「人種」を考え直す（担当：松原） 

5. トランプ時代の到来と文芸①—アメリカの自画像のいま（担当：新田） 

6. トランプ時代の到来と文芸②—マイノリティとは誰か（担当：新田） 

7. トランプ時代の到来と文芸③—まとめ（担当：新田） 

8. 中間まとめ 

9. トランプ政権の政治と外交（担当：佐々木） 

10. 2018 年中間選挙とトランプ政権の展望（担当：佐々木） 

11. トランプ時代のアメリカ―ライス大学から（担当：清水） 

12. 担当教員との質疑応答（担当：佐々木、生井、江崎） 

13. まとめ１ 

14. まとめ２ 

 

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

予習として事前に配布された資料を読み、疑問点や不明な箇所をチェックすること、復習として、参考文献等を読みながら、授業

前の疑問点や不明な箇所を解消することが要求される。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(70%)/出席、リアクションペーパー、ディスカッションへの貢献など(30%) 

期末試験は持ち込み不可で記述式の試験を行う。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. アメリカ学会編、2018、『アメリカ文化事典』、丸善出版 (ISBN:978-4621302149) 

2. テリー・イーグルトン著、大橋洋一他訳、2017、『アメリカ人はどうしてああなのか』、河出文庫 (ISBN:978-4309464497) 

3. 久保文明他、2017、『アメリカ政治（第三版）』、有斐閣アルマ (ISBN:978-4641220843) 

4. 佐々木卓也編、2017、『戦後アメリカ外交史（第三版）』、有斐閣アルマ (ISBN:978-4641220805) 

5. J.D.ヴァンス著、関根光宏、山田文訳、2017、『ヒルビリー・エレジー―アメリカの繁栄から取り残された白人たち』、光文社 

(ISBN:978-4334039790) 

6. 大類久恵、落合明子、赤尾千波編著、2013、『新時代アメリカ社会を知るための 60 章』、明石書店 (ISBN:978-4750338323) 

7. 富田虎男、鵜月裕典、佐藤円編著、2015、『アメリカの歴史を知るための 63 章（第三版）』、明石書店 (ISBN:978-4750341620) 
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参考文献については、授業時に適宜付け加えて紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FB371 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

立教ゼミナール発展編 ２ 

(Seminars for Senior Students of Rikkyo University 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
グローバル都市空間における多文化化の現実と課題 

担当者名 

（Instructor） 
金 兌恩(KIM TAEEUN) 

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） 
CMP3200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

2016 年度以降 1 年次入学者対象科目 

定員 30 名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

世界の主なメトロポリタン都市空間における多文化化の実態、関連の政策などについて学び、グローバル比較の視点から考え

る。多文化主義及び多文化共生に関する文献などの講読や報告・討議を通じて、社会学的想像力や批判的分析力を身につけ

る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

グローバリゼーションの深化とともにさらに進んでいる多文化化の現状や今後の課題について、主にグローバル都市空間の現実

に照準を定め、比較を試みる。現代社会におけるエスニシティやマイノリティをめぐる諸問題を、差異、他者性、アイデンティティな

どの現代社会学、文化人類学における理論的概念を中心に学習していく。その上で、近年における「多文化主義」に関する理論

的・政治的・実践的議論を踏まえながら、北米、豪州などのメトロポリタン都市空間における多文化化の歴史と現況、多文化共生

とかかわる政策や実践事例を紹介する。そして、視野を東アジア地域に移し、日本と韓国での現状を検討し、北米・豪州における

現状との比較考察を試みる。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. グローバリゼーションや多文化主義とかかわる主要概念 

3. グローバリゼーションや多文化主義とかかわる主要論争 

4. アメリカの事例１—多文化化の歴史と現状 

5. アメリカの事例２—都市空間における現状と課題 

6. カナダの事例１−多文化化の歴史と現状 

7. カナダの事例２—都市空間における現状と課題 

8. オーストラリアの事例１−多文化化の歴史と現状 

9. オーストラリアの事例２—都市空間における現状と課題 

10. 韓国の事例１−多文化化の歴史と現状 

11. 韓国の事例２—都市空間における現状と課題 

12. 日本の多文化化と共生問題を考える１ 

13. 日本の多文化化と共生問題を考える２ 

14. 総括 

 

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

事前に講読文献を読み、授業で取り上げたい論点を考えておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(30%)/出席兼コメントペーパー(30%)/報告や討議を含む授業への参加度(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 宮島喬、2014、『多文化であることとは：新しい市民社会の条件』、岩波書店 (ISBN:9784000291217) 

2. アンドレア・センプリーニ、2003、『多文化主義とは何か』、白水社 (ISBN:9784560058619) 

初回の授業にて文献リストを提示する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 中川正春他、2014、『なぜ今、移民問題か』、藤原書店 (ISBN:9784894349780) 

2. 東自由里, 進藤修一、2015、『移民都市の苦悩と挑戦：ニューヨークとフランクフルト』、晃洋書房 (ISBN:9784771026223) 

3. Montserrat Guibernau and John Rex. 2010. The Ethnicity Reader: Nationalism, Multiculturalism and Migration. Cambridge : 

Polity (ISBN:9780745647029) 

その都度，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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■FB374 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

立教ゼミナール発展編 ２ 

(Seminars for Senior Students of Rikkyo University 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
ＲＳＬ-社会基盤としての文化論 

担当者名 

（Instructor） 
藤井 満里子(FUJII MARIKO) 

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） 
CMP3200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

2016 年度以降 1 年次入学者対象科目 

定員 30 名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

私たちが生きている社会の基盤を成す文化に焦点を当てる。この授業では、日常生活において見逃されがちな文化を見直し、そ

の価値を再発見・再構築する意義と方法について、具体的な事例から実践的に学修する。最終的には、履修者自身がどの様に

文化や社会と関わるのかを構築し、報告することを目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

この授業では、社会の基盤となってきた生活文化を取り上げる。それらが持つ本質的な意味を理解することに加え、とくに、見逃

されてきた文化に光を当てることで価値観の再生を図り、そうした文化の有効性を社会にどの様に訴求していくのかを具体的に

考える。社会における様々な文化のあり方を理解するために、この授業では講義に加え、ゲストスピーカーからの話や映像、グル

ープディスカッションやフィールドワーク、発表等を通じて実践的に学ぶ。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

 授業のねらい、進め方、受講に際しての準備 

2. 文化の価値に気付く視点（1） 

 社会基盤としての文化とは 

3. 文化の価値に気付く視点（2） 

 何気ないものから「価値あるもの」を再発見する視点 

4. 文化の価値に気付く視点（3） 

 文化と社会へのまなざし 

5. 文化の価値に気付く視点（4） 

 実践者が語る文化と社会との関わり①－伝統文化と社会 

6. 文化の価値に気付く視点（5） 

 文化的価値と意味づけ 

7. 文化の価値に気付く視点（6） 

 文化再生と活用の可能性 

8. 文化の価値に気付く視点（7） 

 実践者が語る文化と社会との関わり②－報道の現場から見た文化 

9. 文化の価値に気付く視点（8） 

 文化的価値の再構築① 

10. 文化の価値に気付く視点（9） 

 文化的価値の再構築② 

11. 文化の価値に気付く視点（10） 

 文化再生と活用の実際 

12. 身の回りにある文化的価値の再発見（1） 

 文化的価値を伝えるということ① 

13. 身の回りにある文化的価値の再発見（2） 

 文化的価値を伝えるということ② 

14. 授業統括 

 

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

日頃から文化の存在を意識し、「文化」や「伝統」、「日本らしさ」などについて関心を持ち、関連する文献やニュース・新聞・雑誌記

事に目を通しておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/ディスカッションにおける参加度(30%)/授業内での発表プレゼンテーション(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 
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適宜、プリントを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 逸見・原田・藤枝編著 立教大学 RSLセンター編集、2017、『リベラルアーツとしてのサービスラーニングーシティズンシップを

耕す教育ー』、北樹出版 (ISBN:9784779305306) 

授業時に紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

この科目は、立教サービスラーニング（ＲＳＬ）科目群のひとつである。 

 

注意事項（Notice） 
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■FB401 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

世界経済と日本                     新座 

(The World Economy and Japan) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
南北アメリカ地域との関係をかんがえる 

担当者名 

（Instructor） 
所 康弘(TOKORO YASUHIRO) 

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） 
CMP2200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

2016 年度以降 1 年次入学者対象科目 

定員 30 名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 本授業では、世界経済において、とくにダイナミックなうごきをみせる南北アメリカ地域の経済社会を解説する。そして、同地域と

日本の関係について、基礎的な理解をめざす。 

 なお、本授業は経済や国際関係をはじめてまなぶものを対象としている。 

 

授業の内容（Course Contents） 

 日本からとおく地球の反対側に位置する地域。それが北アメリカから南アメリカ・カリブ海にかけての南北アメリカ地域である。 

 （１）日本と貿易、投資、経済協力の繋がりがつよく、日系移民など歴史的にもふかい関係を築いてきた南北アメリカの経済社会

について理解すること。 

 （２）近年、対アジア貿易交渉がさかんな南北アメリカとアジア・日本との関係を理解すること。 

 （３）2017 年のトランプ政権誕生によって、おおきく揺らいでいるアメリカ合衆国の貿易協定（たとえば NAFTAや TPP）の動向と

その日本への影響を理解すること。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 世界経済と歴史（コロンブスがやってきた！） 〈教科書序章〉 

2. 世界経済と社会（南北アメリカの人種と経済） 〈教科書序章〉 

3. 世界経済と社会（南北アメリカと資源・エネルギー） 〈教科書 3・6 章〉 

4. 世界経済と貧困（南北アメリカの貧困・開発） 〈教科書 6 章〉 

5. 世界経済と移民（ヒスパニック移民）  

6. 世界経済と商品（コーヒーの事例） 〈教科書序章〉 

7. 世界経済と商品（砂糖の事例） 〈教科書序章〉 

8. 世界経済と文化（南米のサッカーと社会） 

9. 世界経済と文化（南米のカーニバルと社会） 

10. 世界経済と貿易（フェアトレードの事例）  

11. 世界経済と貿易（アメリカと NAFTA） 〈教科書 2 章〉 

12. 世界経済と貿易（アメリカと TPP） 〈教科書終章〉 

13. 世界経済と日本（日本と NAFTA） 〈教科書終章〉 

14. 世界経済と日本（日本と TPP） 〈教科書 4 章〉 

 

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

 教科書をかならず用意し、指定した箇所・章を事前に読んでおくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/授業内に指示した提出物（中間レポート）(20%)/リアクションペーパー(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 所康弘、2017、『米州の貿易・開発と地域統合』、法律文化社 (ISBN:978-4-589-03864-7) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FB402 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

日本国憲法                       新座 

(Japanese Constitutional Law) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
近代立憲主義と憲法 

担当者名 

（Instructor） 
大石 和彦(OOISHI KAZUHIKO) 

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） 
CMP2200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

2016 年度以降 1 年次入学者対象科目 

法学部所属学生履修不可 

 

授業の目標（Course Objectives） 

日本国憲法およびその背景にある近代立憲主義という考え方につき理解する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

日本国憲法につき、その歴史的背景、起草者意図、判例等を参照したり、諸外国との比較にも目配りしつつ、概論的講義を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 憲法とは何か？ 

2. 権力分立 

3. 国会１：議員 

4. 国会２：議院 

5. 国会３：国会の活動 

6. 内閣１：内閣の構成 

7. 内閣２：内閣の権能 

8. 裁判所と司法権 

9. （まとめ・補遺） 

10. （まとめ・補遺） 

11. 基本的人権１ 

12. 基本的人権２ 

13. （まとめ・補遺） 

14. （まとめ・補遺） 

 

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

憲法は、それぞれの国の基本ソフトであるから、その国の社会に生起する出来事それ自体が最重要の考察対象となる。したがっ

て、本科目で勉強したことと関連付けながら新聞記事やニュースを見たり、授業と並行して関連文献を読んだりすると、学習効果

が一層高まるであろう。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 初宿正典・他 編著、2018、『目で見る憲法【第５版】』、有斐閣 (ISBN:978-4-641-22735-4) 

 

参考文献（Readings） 

1. 渋谷秀樹・赤坂正浩、2016、『憲法１人権（第６版）』（有斐閣アルマ）、有斐閣 (ISBN:978-4641220676) 

2. 渋谷秀樹・赤坂正浩、2016、『憲法２統治（第６版）』（有斐閣アルマ）、有斐閣 (ISBN:978-4641220683) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FB403 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

日本国憲法                       新座 

(Japanese Constitutional Law) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
近代立憲主義と憲法 

担当者名 

（Instructor） 
大石 和彦(OOISHI KAZUHIKO) 

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） 
CMP2200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

2016 年度以降 1 年次入学者対象科目 

法学部所属学生履修不可 

 

授業の目標（Course Objectives） 

日本国憲法およびその背景にある近代立憲主義という考え方につき理解する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

日本国憲法につき、その歴史的背景、起草者意図、判例等を参照したり、諸外国との比較にも目配りしつつ、概論的講義を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 憲法とは何か？ 

2. 権力分立 

3. 国会１：議員 

4. 国会２：議院 

5. 国会３：国会の活動 

6. 内閣１：内閣の構成 

7. 内閣２：内閣の権能 

8. 裁判所と司法権 

9. （まとめ・補遺） 

10. （まとめ・補遺） 

11. 基本的人権１ 

12. 基本的人権２ 

13. （まとめ・補遺） 

14. （まとめ・補遺） 

 

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

憲法は、それぞれの国の基本ソフトであるから、その国の社会に生起する出来事それ自体が最重要の考察対象となる。したがっ

て、本科目で勉強したことと関連付けながら新聞記事やニュースを見たり、授業と並行して関連文献を読んだりすると、学習効果

が一層高まるであろう。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 初宿正典・他 編著、2018、『目で見る憲法【第５版】』、有斐閣 (ISBN:978-4-641-22735-4) 

 

参考文献（Readings） 

1. 渋谷秀樹・赤坂正浩、2016、『憲法１人権（第６版）』（有斐閣アルマ）、有斐閣 (ISBN:978-4641220676) 

2. 渋谷秀樹・赤坂正浩、2016、『憲法２統治（第６版）』（有斐閣アルマ）、有斐閣 (ISBN:978-4641220683) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FB404 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

近代日本社会と人権                   新座 

(Modern Japanese society and human rights) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
部落問題を中心に 

担当者名 

（Instructor） 
黒川 みどり(KUROKAWA MIDORI) 

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） 
CMP2200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2016 年度以降 1 年次入学者対象科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

部落問題を中心に据えながら近現代日本のマイノリティの歴史を振り返ることにより、「他者感覚」を身につける一助とし、人権問

題についての理解を深める。 

 

授業の内容（Course Contents） 

沖縄、アイヌ、女性、などさまざまな差別の問題にも言及しながら、明治維新から現代までの近現代社会の部落問題の歴史を講

義し、日本の近現代社会のありようを問う。映画の鑑賞なども採り入れながら、対象についての理解を深めていきたい。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

部落問題とは 

2. 映画「人間みな兄弟」（1960 年、監督；亀井文夫）から部落問題を読み解く 

3. 近代社会の成立と｢解放令」 

 被差別部落 

4. 国民の境界―被差別部落／アイヌ／沖縄 

5. 発見される被差別部落―地方改良運動と被差別部落 

 植民地、「新しい女」、隔離と囲い込み 

6. 帝国のなかの差別と「平等」 

 立ち上がるマイノリティ…全国水平社の成立 

7. 米騒動／人種平等 

 アジア・太平洋戦争の開始と棄民 

8. 自力解放運動の成立 

9. アジア・太平洋戦争と動員される差別（３） 

 皇民化政策、棄民と「捨て石」 

10. 映画「橋のない川 第 1 部」（1969 年、監督；今井正）から明治後期―大正期の部落問題を読み解く（１） 

11. 映画「橋のない川 第 1 部」（1969 年、監督；今井正）から明治後期―大正期の部落問題を読み解く（２） 

12. 弾き直される境界―帝国の解体 

13. 市民への包摂と排除 

14. 「人権」の時代／今 

 

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

予め指示した資料等を読み，学習してのぞむこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(70%)/授業内で実施する数回の小テスト(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 黒川みどり、2011、『描かれた被差別部落』、岩波書店 

2. 黒川みどり、2011、『近代部落史』、平凡社新書 

3. 黒川みどり、2016、『入門被差別部落の歴史』、解放出版社 

4. 黒川みどり、2016、『創られた「人種」―人種主義と部落差別』、有志舎 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■FB405 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

日本の「多文化」政策を問い直す             新座 

(Reconsidering Japan's 'Multicultural' Policy) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
国際移住者と人権 

担当者名 

（Instructor） 
加藤 恵美(KATO EMI) 

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） 
CMP2200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「多文化共生」を目指す政策が発展しつつも、外国人など国際移住者に対する排外性が払拭されない日本の現状について、考察

を深める。 

 

授業の内容（Course Contents） 

グローバル化が進む中で、国境を越えて生活の場を変える人びとの数は増えている。日本で暮らす国際移住者の数も、今や 200

万人を越えるに至っている。この授業では、世界の中の日本という視点を重視し、国際移住者の人権がこれまで守られてきたか

／いるかという観点から、日本の「多文化」政策を問い直そうとするものである。受講者には、授業のテーマに関連する新聞記事

についてのリアクションペーパー を書くこと、グループ・ディスカッションを通じて自らの意見を積極的に表明すること、（受講者数

に応じて）グループまたは個人の研究発表を行うことを求める。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション（授業の目標、内容、計画、成績評価方法などの説明を含む） 

2. 「国際移住者」とは誰か（定義） 

3. なぜ国際移住するのか①（外国人労働者） 

4. なぜ国際移住するのか②（難民） 

5. いつ「国際移住者」でなくなるのか①（法的地位の観点） 

6. いつ「国際移住者」でなくなるのか②（文化の観点） 

7. 前半の振り返り 

8. イシュー①子どもの育ち（１）（ドキュメンタリー鑑賞あるいはゲスト講義） 

9. イシュー①子どもの育ち（２）（フォローアップ） 

10. イシュー②在日コリアンをめぐる諸問題（１）（ドキュメンタリー鑑賞あるいはゲスト講義） 

11. イシュー②在日コリアンをめぐる諸問題（２）（フォローアップ） 

12. グループ・プレゼンテーション I 

13. グループ・プレゼンテーション II 

14. グループ・プレゼンテーション III 

 

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

授業の中で適宜指示する。 

 

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とプレゼンテーションの内容(30%)/授業における発言(10%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FB406 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 
Saitama Studies            新座 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 

Social and historical analysis of the modern and present Saitama prefecture as a Tokyo 

suburb 

担当者名 

（Instructor） 
栗田 尚弥(KURITA HISAYA) 

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） 
CMP2231 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 

・定員 15 名 

・他に特別外国人学生が履修 

・この授業は、英語圏での大学の授業を想定し、全て英語で行う 

・TOEIC®700 点相当以上の英語力を有していることを前提に授業を実施する 

 

授業の目標（Course Objectives） 

The object of this course is to cultivate a better understanding of cultural,social and historical issues of Saitama pref. as a 

Tokyo suburb. 

 

授業の内容（Course Contents） 

1.Kurita will lecture to students about cultural,social and historical issues of the modern and present Saitama pref. 

2.Students will translate English or Japanese papers （which distributed in the class） into Japanese or English,and discuss 

based on these papers. 

3.Guest Speakers will lecture to students about the feature of Saitama pref. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction to the course 

2. Image of Saitama pref. 

3. Geographical [natural] features of Saitama pref. 

4. Birth of Saitama pref.（Meiji period） 

5. Development of Saitama pref. as a suburb of Tokyo（Taisho and Showa[before World War Ⅱ] period ） 

6. Saitama pref. during the World WarⅡ 

7. Rebirth of Saitama pref. （after World War Ⅱ） 

8. Profile of Saitama pref.(1) 

(Environment and Infrastructure) 

9. Profile of Saitama pref.(2) 

(Industry) 

10. Profile of Saitama pref.(3) 

(Culture1) 

11. Profile of Saitama pref.(4) 

(Culture2) 

12. Kawagoe city-traditional city called Koedo(Little-Edo) 

13. Saitama city(or Omiya and Urawa)-Profile of Shin Toshin(New Urban Core) 

14. Finals 

 

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

Homework will be announced at the end of each class. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/Attendance and classroom activities(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

Kurita will distribute papers(materials) in the class.  

 

参考文献（Readings） 

1. Saitama Prefecture. Profile of Saitama Prfecture. Saitama Prefecture 

2. Saitama Prefecture. 2014. Chance Maker Saitama. Saitama Prefecture 

3. Sumiko Enbutsu. 1990. CHICHIBU-Japan's Hidden Treasure. CHARLES E. TUTTLE COMPANY (ISBN:0-8048-1646-8) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■FB442 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

日本国憲法                       新座 

(Japanese Constitutional Law) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
近代立憲主義と憲法 

担当者名 

（Instructor） 
大石 和彦(OOISHI KAZUHIKO) 

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 年次入学者対象科目 

法学部所属学生随意科目（卒業要件単位に含むことはできない） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

日本国憲法およびその背景にある近代立憲主義という考え方につき理解する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

日本国憲法につき、その歴史的背景、起草者意図、判例等を参照したり、諸外国との比較にも目配りしつつ、概論的講義を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 憲法とは何か？ 

2. 権力分立 

3. 国会１：議員 

4. 国会２：議院 

5. 国会３：国会の活動 

6. 内閣１：内閣の構成 

7. 内閣２：内閣の権能 

8. 裁判所と司法権 

9. （まとめ・補遺） 

10. （まとめ・補遺） 

11. 基本的人権１ 

12. 基本的人権２ 

13. （まとめ・補遺） 

14. （まとめ・補遺） 

 

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

憲法は、それぞれの国の基本ソフトであるから、その国の社会に生起する出来事それ自体が最重要の考察対象となる。したがっ

て、本科目で勉強したことと関連付けながら新聞記事やニュースを見たり、授業と並行して関連文献を読んだりすると、学習効果

が一層高まるであろう。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 初宿正典・他 編著、2018、『目で見る憲法【第５版】』、有斐閣 (ISBN:978-4-641-22735-4) 

 

参考文献（Readings） 

1. 渋谷秀樹・赤坂正浩、2016、『憲法１人権（第６版）』（有斐閣アルマ）、有斐閣 (ISBN:978-4641220676) 

2. 渋谷秀樹・赤坂正浩、2016、『憲法２統治（第６版）』（有斐閣アルマ）、有斐閣 (ISBN:978-4641220683) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FB443 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

日本国憲法                       新座 

(Japanese Constitutional Law) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
近代立憲主義と憲法 

担当者名 

（Instructor） 
大石 和彦(OOISHI KAZUHIKO) 

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 年次入学者対象科目 

法学部所属学生随意科目（卒業要件単位に含むことはできない） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

日本国憲法およびその背景にある近代立憲主義という考え方につき理解する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

日本国憲法につき、その歴史的背景、起草者意図、判例等を参照したり、諸外国との比較にも目配りしつつ、概論的講義を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 憲法とは何か？ 

2. 権力分立 

3. 国会１：議員 

4. 国会２：議院 

5. 国会３：国会の活動 

6. 内閣１：内閣の構成 

7. 内閣２：内閣の権能 

8. 裁判所と司法権 

9. （まとめ・補遺） 

10. （まとめ・補遺） 

11. 基本的人権１ 

12. 基本的人権２ 

13. （まとめ・補遺） 

14. （まとめ・補遺） 

 

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

憲法は、それぞれの国の基本ソフトであるから、その国の社会に生起する出来事それ自体が最重要の考察対象となる。したがっ

て、本科目で勉強したことと関連付けながら新聞記事やニュースを見たり、授業と並行して関連文献を読んだりすると、学習効果

が一層高まるであろう。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 初宿正典・他 編著、2018、『目で見る憲法【第５版】』、有斐閣 (ISBN:978-4-641-22735-4) 

 

参考文献（Readings） 

1. 渋谷秀樹・赤坂正浩、2016、『憲法１人権（第６版）』（有斐閣アルマ）、有斐閣 (ISBN:978-4641220676) 

2. 渋谷秀樹・赤坂正浩、2016、『憲法２統治（第６版）』（有斐閣アルマ）、有斐閣 (ISBN:978-4641220683) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FB501 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

世界経済と日本 

(The World Economy and Japan) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
トピックスから学ぶ世界経済論 

担当者名 

（Instructor） 
田村 考司(TAMURA KOJI) 

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） 
CMP2200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

大きく変わりつつある世界経済の仕組みとダイナミズムを学び，グローバルな経済センスと思考を育む。経済の知識がない初心

者の受講が前提である。 

 

授業の内容（Course Contents） 

日本経済の動き，ひいては私たちの生活が，目には見えにくい世界経済の動きといかに密接につながっているのか理解するた

めに，幾つかのトピックスを取り上げて，世界経済論の基礎的な知識と考え方について講義する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 国際貿易体制の展開 

3. ＷＴＯの行方 

4. 地域貿易協定とメガＦＴＡ 

5. 自由貿易の基礎理論 

6. 自由貿易の留意点 

7. 外国為替の基礎知識 

8. 為替相場変動と日本経済 

9. 国際通貨体制の変遷（1） 

10. 国際通貨体制の変遷（2） 

11. 国際通貨体制の行方 

12. パナマ文書とパラダイス文書 

13. タックスヘイブンと世界経済 

14. 補足と総括 

 

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

毎回の講義終了時に指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

レジュメを配布する。テキストは使用しない。 

 

参考文献（Readings） 

毎回の講義時に指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FB502 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

世界経済と日本 

(The World Economy and Japan) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
トピックスから学ぶ世界経済論 

担当者名 

（Instructor） 
田村 考司(TAMURA KOJI) 

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） 
CMP2200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

大きく変わりつつある世界経済の仕組みとダイナミズムを学び，グローバルな経済センスと思考を育む。経済の知識がない初心

者の受講が前提である。 

 

授業の内容（Course Contents） 

日本経済の動き，ひいては私たちの生活が，目には見えにくい世界経済の動きといかに密接につながっているのか理解するた

めに，幾つかのトピックスを取り上げて，世界経済論の基礎的な知識と考え方について講義する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 国際貿易体制の展開 

3. ＷＴＯの行方 

4. 地域貿易協定とメガＦＴＡ 

5. 自由貿易の基礎理論 

6. 自由貿易の留意点 

7. 外国為替の基礎知識 

8. 為替相場変動と日本経済 

9. 国際通貨体制の変遷（1） 

10. 国際通貨体制の変遷（2） 

11. 国際通貨体制の行方 

12. パナマ文書とパラダイス文書 

13. タックスヘイブンと世界経済 

14. 補足と総括 

 

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

毎回の講義終了時に指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

レジュメを配布する。テキストは使用しない。 

 

参考文献（Readings） 

毎回の講義時に指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 280 - 

■FB503 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

世界経済と日本 

(The World Economy and Japan) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
南北アメリカ地域との関係をかんがえる 

担当者名 

（Instructor） 
所 康弘(TOKORO YASUHIRO) 

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） 
CMP2200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 本授業では、世界経済において、とくにダイナミックなうごきをみせる南北アメリカ地域の経済社会を解説する。そして、同地域と

日本の関係について、基礎的な理解をめざす。 

 なお、本授業は経済・国際関係をはじめてまなぶものを対象としている。 

 

授業の内容（Course Contents） 

 日本からとおく地球の反対側に位置する地域。それが北アメリカから南アメリカ・カリブ海にかけての南北アメリカ地域である。 

 （１）日本と貿易、投資、経済協力の繋がりがつよく、日系移民など歴史的にもふかい関係を築いてきた南北アメリカの経済社会

について理解すること。 

 （２）近年、対アジア貿易交渉がさかんな南北アメリカとアジア・日本との関係を理解すること。 

 （３）2017 年のトランプ政権誕生によって、おおきく揺らいでいるアメリカ合衆国の貿易協定（たとえば NAFTAや TPP）の動向と

その日本への影響を理解すること。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 世界経済と歴史（コロンブスがやってきた！） 〈教科書序章〉 

2. 世界経済と社会（南北アメリカの人種と経済） 〈教科書序章〉 

3. 世界経済と社会（南北アメリカと資源・エネルギー） 〈教科書 3・6 章〉 

4. 世界経済と貧困（南北アメリカの貧困・開発） 〈教科書 6 章〉 

5. 世界経済と移民（ヒスパニック移民）  

6. 世界経済と商品（コーヒーの事例） 〈教科書序章〉 

7. 世界経済と商品（砂糖の事例） 〈教科書序章〉 

8. 世界経済と文化（南米のサッカーと社会） 

9. 世界経済と文化（南米のカーニバルと社会） 

10. 世界経済と貿易（フェアトレードの事例）  

11. 世界経済と貿易（アメリカと NAFTA） 〈教科書 2 章〉 

12. 世界経済と貿易（アメリカと TPP） 〈教科書終章〉 

13. 世界経済と日本（日本と NAFTA） 〈教科書終章〉 

14. 世界経済と日本（日本と TPP） 〈教科書 4 章〉 

 

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

 教科書をかならず用意し、指定した箇所・章を事前に読んでおくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(60%)/授業内に指示した提出物（中間レポート）(20%)/リアクションペーパー(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 所康弘、2017、『米州の貿易・開発と地域統合』、法律文化社 (ISBN:978-4-589-03864-7) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FB504 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

日本国憲法 

(Japanese Constitutional Law) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
民主主義・平和主義・基本的人権について学ぶ 

担当者名 

（Instructor） 
砂押 以久子(SUNAOSHI IKUKO) 

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） 
CMP2200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

2016 年度以降 1 年次入学者対象科目 

法学部所属学生履修不可 

火曜３時限 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 法を学ぶということは，単に法技術を習得することではなく，法を解釈することを通して客観的・論理的に思考する能力を養うこ

とである。本講義においては，われわれの周りに起こる出来事を取り上げ， 憲法がわれわれにとって非常に身近であることを認

識し，さまざまな社会問題を人権保障の観点から考察していきたいと考える。 

 

授業の内容（Course Contents） 

 視聴覚教材を適宜利用しながら講義形式で授業を行う。近代憲法から日本国憲法の誕生までを学んだ後，平和主義，基本的

人権等について，身近な事例を通じて講義する。具体的内容は，「授業計画」に示す。なお， 基本的人権に関する個別テーマに

関しては，できるだけタイムリーな問題を取り上げ，掘り下げて検討を行いたいと考えるので，授業計画にあげた内容とは異なる

場合があること，授業の進路状況によってはテーマが多少前後すること，時間の都合でテーマが限られることのあることをあらか

じめ了承いただきたい。   

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 近代憲法の成立 

2. 明治憲法の制定 

3. 明治憲法の運用 

4. 日本国憲法の制定 

5. 日本国憲法の特徴 

6. 平和主義(1) 

7. 平和主義(2） 

8. 平和主義（3） 

9. 基本的人権の基礎知識 

10. 表現の自由 

11. 知る権利 

12. 法の下の平等(1) 

13. 法の下の平等（2） 

14. 自己決定権 

 

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

 視聴覚教材を利用しながら講義を行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

 特に指定しないが，六法を用意することが望ましい。 

 

参考文献（Readings） 

 講義の中でその都度指定する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

  

 

注意事項（Notice） 
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■FB505 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

日本国憲法 

(Japanese Constitutional Law) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
民主主義・平和主義・基本的人権について学ぶ 

担当者名 

（Instructor） 
砂押 以久子(SUNAOSHI IKUKO) 

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） 
CMP2200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

2016 年度以降 1 年次入学者対象科目 

法学部所属学生履修不可 

火曜４時限 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 法を学ぶということは，単に法技術を習得することではなく，法を解釈することを通して客観的・論理的に思考する能力を養うこ

とである。本講義においては，われわれの周りに起こる出来事を取り上げ， 憲法がわれわれにとって非常に身近であることを認

識し，さまざまな社会問題を人権保障の観点から考察していきたいと考える。 

 

授業の内容（Course Contents） 

 視聴覚教材を適宜利用しながら講義形式で授業を行う。近代憲法から日本国憲法の誕生までを学んだ後，平和主義，基本的

人権等について，身近な事例を通じて講義する。具体的内容は，「授業計画」に示す。なお， 基本的人権に関する個別テーマに

関しては，できるだけタイムリーな問題を取り上げ，掘り下げて検討を行いたいと考えるので，授業計画にあげた内容とは異なる

場合があること，授業の進路状況によってはテーマが多少前後すること，時間の都合でテーマが限られることのあることをあらか

じめ了承いただきたい。   

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 近代憲法の成立 

2. 明治憲法の制定 

3. 明治憲法の運用 

4. 日本国憲法の制定 

5. 日本国憲法の特徴 

6. 平和主義(1) 

7. 平和主義(2） 

8. 平和主義（3） 

9. 基本的人権の基礎知識 

10. 表現の自由 

11. 知る権利 

12. 法の下の平等(1) 

13. 法の下の平等（2） 

14. 自己決定権 

 

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

 視聴覚教材を利用しながら講義を行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

 特に指定しないが，六法を用意することが望ましい。 

 

参考文献（Readings） 

 講義の中でその都度指定する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

  

 

注意事項（Notice） 
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■FB506 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

日本国憲法 

(Japanese Constitutional Law) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
民主主義・平和主義・基本的人権について学ぶ 

担当者名 

（Instructor） 
砂押 以久子(SUNAOSHI IKUKO) 

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） 
CMP2200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

2016 年度以降 1 年次入学者対象科目 

法学部所属学生履修不可 

火曜３時限 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 法を学ぶということは，単に法技術を習得することではなく，法を解釈することを通して客観的・論理的に思考する能力を養うこ

とである。本講義においては，われわれの周りに起こる出来事を取り上げ， 憲法がわれわれにとって非常に身近であることを認

識し，さまざまな社会問題を人権保障の観点から考察していきたいと考える。 

 

授業の内容（Course Contents） 

 視聴覚教材を適宜利用しながら講義形式で授業を行う。近代憲法から日本国憲法の誕生までを学んだ後，平和主義，基本的

人権等について，身近な事例を通じて講義する。具体的内容は，「授業計画」に示す。なお， 基本的人権に関する個別テーマに

関しては，できるだけタイムリーな問題を取り上げ，掘り下げて検討を行いたいと考えるので，授業計画にあげた内容とは異なる

場合があること，授業の進路状況によってはテーマが多少前後すること，時間の都合でテーマが限られることのあることをあらか

じめ了承いただきたい。   

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 近代憲法の成立 

2. 明治憲法の制定 

3. 明治憲法の運用 

4. 日本国憲法の制定 

5. 日本国憲法の特徴 

6. 平和主義(1) 

7. 平和主義(2） 

8. 平和主義（3） 

9. 基本的人権の基礎知識 

10. 表現の自由 

11. 知る権利 

12. 法の下の平等(1) 

13. 法の下の平等（2） 

14. 自己決定権 

 

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

 視聴覚教材を利用しながら講義を行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

 特に指定しないが，六法を用意することが望ましい。 

 

参考文献（Readings） 

 講義の中でその都度指定する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

  

 

注意事項（Notice） 
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■FB507 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

日本国憲法 

(Japanese Constitutional Law) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
民主主義・平和主義・基本的人権について学ぶ 

担当者名 

（Instructor） 
砂押 以久子(SUNAOSHI IKUKO) 

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） 
CMP2200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

2016 年度以降 1 年次入学者対象科目 

法学部所属学生履修不可 

火曜４時限 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 法を学ぶということは，単に法技術を習得することではなく，法を解釈することを通して客観的・論理的に思考する能力を養うこ

とである。本講義においては，われわれの周りに起こる出来事を取り上げ， 憲法がわれわれにとって非常に身近であることを認

識し，さまざまな社会問題を人権保障の観点から考察していきたいと考える。 

 

授業の内容（Course Contents） 

 視聴覚教材を適宜利用しながら講義形式で授業を行う。近代憲法から日本国憲法の誕生までを学んだ後，平和主義，基本的

人権等について，身近な事例を通じて講義する。具体的内容は，「授業計画」に示す。なお， 基本的人権に関する個別テーマに

関しては，できるだけタイムリーな問題を取り上げ，掘り下げて検討を行いたいと考えるので，授業計画にあげた内容とは異なる

場合があること，授業の進路状況によってはテーマが多少前後すること，時間の都合でテーマが限られることのあることをあらか

じめ了承いただきたい。   

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 近代憲法の成立 

2. 明治憲法の制定 

3. 明治憲法の運用 

4. 日本国憲法の制定 

5. 日本国憲法の特徴 

6. 平和主義(1) 

7. 平和主義(2） 

8. 平和主義（3） 

9. 基本的人権の基礎知識 

10. 表現の自由 

11. 知る権利 

12. 法の下の平等(1) 

13. 法の下の平等（2） 

14. 自己決定権 

 

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

 視聴覚教材を利用しながら講義を行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

 特に指定しないが，六法を用意することが望ましい。 

 

参考文献（Readings） 

 講義の中でその都度指定する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

  

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 285 - 

■FB508 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

近代日本社会と人権 

(Modern Japanese society and human rights) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
部落問題を中心に 

担当者名 

（Instructor） 
黒川 みどり(KUROKAWA MIDORI) 

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） 
CMP2200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2016 年度以降 1 年次入学者対象科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

部落問題を中心に据えながら近現代日本のマイノリティの歴史を振り返ることにより、「他者感覚」を身につける一助とし、人権問

題についての理解を深める。 

 

授業の内容（Course Contents） 

沖縄、アイヌ、女性、などさまざまな差別の問題にも言及しながら、明治維新から現代までの近現代社会の部落問題の歴史を講

義し、日本の近現代社会のありようを問う。映画の鑑賞なども採り入れながら、対象についての理解を深めていきたい。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

部落問題とは 

2. 映画「人間みな兄弟」（1960 年、監督；亀井文夫）から部落問題を読み解く 

3. 近代社会の成立と｢解放令」 

 被差別部落 

4. 国民の境界―被差別部落／アイヌ／沖縄 

5. 発見される被差別部落―地方改良運動と被差別部落 

 植民地、「新しい女」、隔離と囲い込み 

6. 帝国のなかの差別と「平等」 

 立ち上がるマイノリティ…全国水平社の成立 

7. 米騒動／人種平等 

 アジア・太平洋戦争の開始と棄民 

8. 自力解放運動の成立 

9. アジア・太平洋戦争と動員される差別（３） 

 皇民化政策、棄民と「捨て石」 

10. 映画「橋のない川 第 1 部」（1969 年、監督；今井正）から明治後期―大正期の部落問題を読み解く（１） 

11. 映画「橋のない川 第 1 部」（1969 年、監督；今井正）から明治後期―大正期の部落問題を読み解く（２） 

12. 弾き直される境界―帝国の解体 

13. 市民への包摂と排除 

14. 「人権」の時代／今 

 

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

予め指示した資料等を読み，学習してのぞむこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(70%)/授業内で実施する数回の小テスト(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 黒川みどり、2011、『描かれた被差別部落』、岩波書店 

2. 黒川みどり、2011、『近代部落史』、平凡社新書 

3. 黒川みどり、2016、『入門被差別部落の歴史』、解放出版社 

4. 黒川みどり、2016、『創られた「人種」―人種主義と部落差別』、有志舎 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■FB509 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

近代日本社会と人権 

(Modern Japanese society and human rights) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
日本外交と人権 

担当者名 

（Instructor） 
猿田 佐世(SARUTA SAYO) 

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） 
CMP2200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2016 年度以降 1 年次入学者対象科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

日本外交の中で生じてきた人権問題、日本外交が解決しようとしてきた人権問題など、「外交」が実際に生活する人々の「人権」

にどのように関係してきたのかを学び、社会の一員として自分自身が各問題にいかに関わっていけるのか考える。 

 

授業の内容（Course Contents） 

日本外交のために生じてきた人権問題、あるいは、日本外交が解決をしようとしてきた人権問題などを広く概観する。そのうえ

で、なぜその問題が生じたか、解決にはどのような方策がとられるべきなのか、これまでに各国政府や国際機関、市民社会が解

決のためにどのような努力を払ってきたのか、今後どのような方法がとられうるのか、等について検討する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 日本外交と人権 総論 

2. 沖縄（１）：歴史・基地の現状 

3. 沖縄（２）：地位協定 

4. 沖縄（３）：沖縄と外交 

5. 日韓関係 

6. 日中関係 

7. 在日外国人問題 

8. 難民問題 

9. 原発・原子力エネルギー 

10. 核兵器 

11. 開発援助 

12. 国際人権システム 

13. マルチトラック外交（NGO・民間外交） 

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関する指示は、必要に応じて別途行う。現在、日本社会や世界で起きている出来事に注目しながら授業を

進めるので、講師が指定するものも含め、授業に関連する新聞記事などを読んでくることが望ましい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(70%)/出席兼コメントペーパーの内容(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 猿田佐世、2016、『新しい日米外交を切り拓く』、集英社 (ISBN:4420310766) 

 

参考文献（Readings） 

1. 芹田健太郎・薬師寺公夫・坂元茂樹、2017、『ブリッジブック国際人権法 (第 2 版)』、信山社 (ISBN:9784797223583) 

2. 島袋純・阿部浩己、2015、『沖縄が問う日本の安全保障』、岩波書店 (ISBN:9784000287548) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FB510 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

日本の「多文化」政策を問い直す 

(Reconsidering Japan's 'Multicultural' Policy) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
国際移住者と人権 

担当者名 

（Instructor） 
加藤 恵美(KATO EMI) 

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） 
CMP2200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「多文化共生」を目指す政策が発展しつつも、外国人など国際移住者に対する排外性が払拭されない日本の現状について、考察

を深める。 

 

授業の内容（Course Contents） 

グローバル化が進む中で、国境を越えて生活の場を変える人びとの数は増えている。日本で暮らす国際移住者の数も、今や 200

万人を越えるに至っている。この授業では、世界の中の日本という視点を重視し、国際移住者の人権がこれまで守られてきたか

／いるかという観点から、日本の「多文化」政策を問い直そうとするものである。受講者には、授業のテーマに関連する新聞記事

についてのリアクションペーパー を書くこと、グループ・ディスカッションを通じて自らの意見を積極的に表明すること、（受講者数

に応じて）グループまたは個人の研究発表を行うことを求める。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション（授業の目標、内容、計画、成績評価方法などの説明を含む） 

2. 「国際移住者」とは誰か（定義） 

3. なぜ国際移住するのか①（外国人労働者） 

4. なぜ国際移住するのか②（難民） 

5. いつ「国際移住者」でなくなるのか①（法的地位の観点） 

6. いつ「国際移住者」でなくなるのか②（文化の観点） 

7. 前半の振り返り 

8. イシュー①子どもの育ち（１）（ドキュメンタリー鑑賞あるいはゲスト講義） 

9. イシュー①子どもの育ち（２）（フォローアップ） 

10. イシュー②在日コリアンをめぐる諸問題（１）（ドキュメンタリー鑑賞あるいはゲスト講義） 

11. イシュー②在日コリアンをめぐる諸問題（２）（フォローアップ） 

12. グループ・プレゼンテーション I 

13. グループ・プレゼンテーション II 

14. グループ・プレゼンテーション III 

 

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

授業の中で適宜指示する。 

 

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とプレゼンテーションの内容(30%)/授業における発言(10%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 289 - 

■FB511 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 
Modern Japanese History 1 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Introduction to Women's History in Modern Japan 

担当者名 

（Instructor） 
青木 敦子(AOKI ATSUKO) 

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） 
CMP2231 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 

・定員 15 名 

・他に特別外国人学生が履修 

・この授業は、英語圏での大学の授業を想定し、全て英語で行う 

・TOEIC®700 点相当以上の英語力を有していることを前提に授業を実施する 

 

授業の目標（Course Objectives） 

On completion of this course, students should be able to: a) identify key issues, questions and debates concerning history of 

women and gender relations in modern Japan; b) explain the causes, contexts, and consequences of political, economic, social 

inequality between the genders; c) discuss the conditions under which women's empowerment was/is possible; and d) 

demonstrate the role of the state and individuals in shaping gender relations and in defining citizenship in modern Japan. 

 

授業の内容（Course Contents） 

Modern Japanese History 1 provides a broad introduction to women's history in modern Japan. The emphasis in the course is 

developing a general understanding of gender relations in shaping modern Japanese society generally, and women's experiences 

in particular. Students will read recent English-language works by historians, anthropologists and political scientists about the 

transformations of gender roles and the experiences of diverse groups of women in modern Japanese history. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction 

2. Women in the Edo Period 

3. Gender and Nation-Building 

4. Japan's Industrialization 

5. Women and Empire 

6. "The New Women" 

7. The Rise of Political Activism 

8. The Arrival of a Mass Society 

9. Wartime Mobilization 

10. Postwar Recovery and Economic Miracle 

11. Liberation from the Toilet: The Second-Wave Feminism in Japan 

12. The Equal Employment Opportunity Law and Beyond 

13. The Gender Equal Society and Backlash 

14. Final Test 

 

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

Students are expected to read the assigned materials prior to class and be prepared for active class participation. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Class Participation(20%)/Response Papers(40%)/最終テスト(Final Test)(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Vera Mackie. 2003. Feminism in Modern Japan. Cambridge University Press (ISBN:978-0521527194) 

Supplementary readings will be provided in class. 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FB512 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 
Modern Japanese History 2 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Imperial Constitutionalism in Modern Japan 

担当者名 

（Instructor） 
ブルチャー(BURTSCHER,MICHAEL F.) 

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） 
CMP2231 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 

・定員 15 名 

・他に特別外国人学生が履修 

・この授業は、英語圏での大学の授業を想定し、全て英語で行う 

・TOEIC®700 点相当以上の英語力を有していることを前提に授業を実施する 

 

授業の目標（Course Objectives） 

This class will consider Japan's emergence as a modern state with a focus on the transition from the Tokugawa to the Meiji 

period, and the establishment and practice of the Meiji constitutional system. It will particularly address the question of how the 

imperial institution was joined to the Meiji constitutional structure. 

 

授業の内容（Course Contents） 

In studying constitutional change predominantly in nineteenth-century Japan, but with a view to twentieth-century 

developments, this class will be centrally concerned with conceptual developments accompanying social change or triggered by 

political events, such as changing notions of public authority, changing perceptions of Japan's place in the world, and the role of 

translation in restructuring the political lexicon of the Japanese language. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction 

2. Political Consolidation in the Warring States Period 

3. The Constitution of the Tokugawa State 

4. Confucianism and Tokugawa Political Thought 

5. Ancient Learning and National Learning 

6. Western Learning and the Idea of the Kokutai 

7. The Fall of the Old Order 

8. Restoration or Revolution? 

9. Civilization' and 'Enlightenment' 

10. Corporation' and 'Society' 

11. Liberty' and 'People's Rights' 

12. The Making of the Meiji Constitution 

13. Constitutional Theory and Political Practice 

14. Popular Culture, Civil Society and Military Rule 

 

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

Weekly readings of 20-40 pages. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Mid-Term Test(25%)/Final Test(25%)/Take-Home Assignment(30%)/Attendance/Participation(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

To be announced 

 

参考文献（Readings） 

Weekly readings to be distributed or assigned for download in class. 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FB513 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 
Japanese Politics and Economy 1 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Work and Lifecourse in Contemporary Japan 

担当者名 

（Instructor） 
楠本 和佳子(KUSUMOTO WAKAKO) 

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） 
CMP2231 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 

・定員 15 名 

・他に特別外国人学生が履修 

・この授業は、英語圏での大学の授業を想定し、全て英語で行う 

・TOEIC®700 点相当以上の英語力を有していることを前提に授業を実施する 

 

授業の目標（Course Objectives） 

This course explores Japanese work-life through literature and fieldwork.  By investigating various career trajectories in 

today's Japan that are not as visible or are often overlooked in the mainstream discourse, we try to understand Japanese 

society as a more dynamic entity. 

 

授業の内容（Course Contents） 

In this course, we try to capture -- by going beyond clichés and stereotypes -- what it is like to work and live in contemporary 

Japanese society.  Through work, a person tries not only to survive everyday life but also to establish his/her self-worth and a 

sense of identity.  We will examine the politics and economy of an individual's life as s/he negotiates with the external world in 

the arena called ‘work.'  We will first read texts that help us understand: (1) the significance of work in human lives; (2) 

ethnographic accounts of the working life in Japan.  As we grasp the functions of ‘work,' students will start looking for two 

individuals to interview.  For these interviews, students can either work alone or be paired up with other individual(s); 

Necessary arrangements will be made according to the different levels of your language and cultural expertise.  Students are 

to analyze these individuals' narratives about work in the current socio-cultural and historical contexts of Japan.  The results 

of your research will be shared in class as well as written up as a final report. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction to the Course 

2. The Meanings of Work 

3. Work in the Context of Postwar Japan, Part I 

4. Work in the Context of Postwar Japan, Part II 

5. Qualitative Research & Life Story Narratives 

6. Fieldwork Project #1 

7. How to Analyze and Interpret Your Field Data 

8. How to Situate Your Ethnographic Data in the Larger Academic Contexts 

9. Fieldwork Project #2 

10. How to Analyze Your Ethnographic Research (Group Work) 

11. How to Write-up Your Ethnographic Research 

12. Presentations 

13. Presentations 

14. Presentations 

 

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

Reading and writing assignments for each week will be stated in syllabus as well as announced in class.  Follow the syllabus 

and instructions in class carefully. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(35%)/Final Presentation(15%)/Attendance & Participation(20%)/Homework & Assignments(30%) 

70% or more attendance is required to pass the course. 

 

テキスト（Textbooks） 

Various book chapters and articles will be provided online. 

 

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

After the registration is processed, you are responsible to keep current with all the class materials and announcements. 

 

注意事項（Notice） 
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■FB514 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 
Japanese Politics and Economy 2 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 

The impact of political powers and economic needs on the construction of gender roles 

in Japanese society. 

担当者名 

（Instructor） 
レイゼル，Ｍ．(REISEL,MARY) 

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） 
CMP2231 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 

・定員 15 名 

・他に特別外国人学生が履修 

・この授業は、英語圏での大学の授業を想定し、全て英語で行う 

・TOEIC®700 点相当以上の英語力を有していることを前提に授業を実施する 

 

授業の目標（Course Objectives） 

The course offers students a thorough background and analysis of the ways in which political and economic institutions 

influence the construction of gender and gender roles in Japanese society. The course provides a deep understanding of the 

unique meaning of gender division, from the ancient times to the modern age, and it covers different practices from both private 

and public life. 

 

授業の内容（Course Contents） 

Japanese society has a unique structure and set of values, which are often misunderstood outside of Japan. This is especially 

true when it comes to gender roles. The course offers an insight into the historical development of political and economic 

institutions in Japan while focusing on the function of gender and the meaningful roles both men and women play throughout 

history in all fields of life. The multidisciplinary approach of the course will open new ways of understanding issues of gender 

relations, sexuality, family structure, and the distinctive meaning of the workplace in the lives of Japanese people.   

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction: why gender matters?  

2. Religion, customs, and the social practices: gender roles in ancient Japan 

3. Politics and class division in the old world 

4. Courtship and gender division in the Heian court 

5. Social stratification, marriage, and family structure in medieval Japan and Edo period 

6. The rise of Yoshiwara: the golden age of the geisha 

7. Moga girls, coffee shops, and delinquent boys: young girls, rebellion and freedom between the wars 

8. Gender and national identity: WWII and the end of democracy.  

9. WWII: comfort women, prostitution, and the redefinition of gender in Japan during the occupation  

10. The occupation and its impact: consuming America and building Japan - the rise of economy and national pride.  

11. The bubble age: gender and family as national products 

12. Gender crisis in the post-bubble age: alternative forms of masculinity and femininity in contemporary Japan  

13. Is there a love revolution in Japan?  

14. Summary and final papers 

 

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

The required readings will be posted online on the website of the course. Students are expected to read the texts, prepare the 

assignments and come ready for class discussions.  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(30%)/Assignments and class participation(40%)/Midterm paper(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FB515 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 
Japanese Relations in Asia 1 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Japanese and Korean Cinema 

担当者名 

（Instructor） 
イ ヒャンジン 

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） 
CMP2231 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 

・定員 15 名 

・他に特別外国人学生が履修 

・この授業は、英語圏での大学の授業を想定し、全て英語で行う 

・TOEIC®700 点相当以上の英語力を有していることを前提に授業を実施する 

 

授業の目標（Course Objectives） 

The objective of this course is to offer an introduction and overview of Japanese and Korean cinemas from a trans-cultural 

perspective of Asia. The primary focus is on the way that film generates and articulates the notions of national/transnational 

identity and multiculturalism in Japan. By examining selected films’ views and criticisms on historical experiences, cultural 

traditions, structural changes and globalization, we can deepen our understanding of the social interrelations of power and 

inequality among gender, sexuality, class, race and ethnicity within and across the two societies from regional and global 

contexts. 

 

授業の内容（Course Contents） 

A number of most representative films dealing with memories of war, traditional values and family life, and immigrants in Japan 

and Korea will be chosen and discussed. For the critical comprehension of history and context, Korean/Japanese films dealing 

with the Japanese/Korean themes will be also assigned to be reviewed. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction: Course Guidance, Key Issues and Themes 

2. An Overview of Japanese Film History: 100 years of Japanese Cinema (Oshima Nagisa, 1995)  

3. Japanese Tradition and Aesthetic Norms in Rashomon (Kurosawa Akira, 1950) 

4. An Overview of Korean Film History: Ari Ari the Korean Cinema (Heo Chul, 2011)  

5. Social Criticism in The Stray Bullet (Yu Hyun-mok, 1961) and Oasis (Lee Changdong, 2002)  

6. Post-war Japanese Cinema: Social Alienation and the Otherness in Battles without Honor and Humanity (Fukasaku Kinji, 

1973) 

7. Politics of Memories in Korean War Films:  JSA (Park Chanwook 2000) and Spring in My Hometown (Yi Kwang-mo, 1998) 

8. Politics of War Memories in Black Rain (Imamura Shohei, 1989) and Grave of the Fireflies (Isao Takahata, 1988) 

9. Globalization and Post-mdernity in Tampopo (Itami Juzo, 1985) and In Another Country (Hong Sangsoo, 2006) 

10. Cosmetic Multiculturalism in Swallowtail Butterfly (Iwai Shunji, 1996) and The Bird People in China (Miike Takashi, 1998) 

11. North Koreans and Anti-Americanism in Dooman River (Zhang Lu, 2010) and The Host (Bong Jun-ho, 2006) 

12. Orientalism and Japan in Hollywood Film: Last Samurai (Edward Zwick, 2003) and Memoirs of a Geisha (Rob Marshall, 

2005) 

13. Consumption of the Evil in Hollywood Film: The Interview (Seth Rogen and Evan Goldberg, 2014) and Die Another Day 

(Lee Tamahori, 2002) 

14. Evaluation 

 

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

This class will use the seminar approach. It will require students to critically analyze films and prepare their discussions in 

advance. Students are also required to thoroughly read one or two academic articles every week before attending class. Viewing 

and reading all assigned materials rigorously and taking notes on them every week is essential to successfully completing this 

course. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Final Test (In-Class)(30%)/Class Participation and Weekly Comment Papers(30%)/Presentation and Summary (Powerpoint)(40%) 

 

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)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FB516 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 
Japanese Relations in Asia 2 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Japan's Contested War Memories and Asian Responses 

担当者名 

（Instructor） 
青木 敦子(AOKI ATSUKO) 

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） 
CMP2231 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 

・定員 15 名 

・他に特別外国人学生が履修 

・この授業は、英語圏での大学の授業を想定し、全て英語で行う 

・TOEIC®700 点相当以上の英語力を有していることを前提に授業を実施する 

 

授業の目標（Course Objectives） 

On completion of this course, students should be able to: (a) identify and explain key issues, questions and debates concerning 

postwar Japanese attitudes toward and discourse on the meaning of the Asia Pacific War; (b) demonstrate the agency of 

individuals, social groups, society, and the state in shaping various representations of the Asia Pacific War in postwar Japan; 

and (c) understand the origins of tensions between Japan and its Asian neighbors regarding war memory. 

 

授業の内容（Course Contents） 

Since the mid-1990s we have witnessed a massive production and reproduction of memories of World War II on a global scale. 

Japan in Asia 2 focuses specifically Japan's war fought in the Asia and Pacific theaters and interrogates processes of memory 

making and remaking in postwar Japan and Asia. Students will read recent English-language academic papers and commentaries 

to deepen their knowledge and understanding on this subject. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction 

2. Immediate Postwar Years and the Allied Occupation of Japan 

3. Japan and Postcolonial East and Southeast Asia 

4. Atomic Memories 

5. History Education and War Memory 

6. War Commemoration Sites 

7. War and Peace Museums 

8. Narratives by Repatriates and War Stragglers 

9. Representations of the Self and the Other in Manga 

10. Neo-nationalists and the "History War" 

11. Lingering Legacies 

12. Documentary Films 

13. Fictional Films 

14. Final Test 

 

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

Students are expected to read the assigned materials and submit a one-page response via Blackboard prior to class. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Class Participation(20%)/Response Papers(60%)/最終テスト(Final Test)(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

Readings will be provided in class. 

 

参考文献（Readings） 

A list of references will be provided in the first meeting. 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FB517 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 
Japanese Society1 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
A thousand years of manga: social history of manga and anime. 

担当者名 

（Instructor） 
レイゼル，Ｍ．(REISEL,MARY) 

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） 
CMP2231 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 

・定員 15 名 

・他に特別外国人学生が履修 

・この授業は、英語圏での大学の授業を想定し、全て英語で行う 

・TOEIC®700 点相当以上の英語力を有していることを前提に授業を実施する 

 

授業の目標（Course Objectives） 

The purpose of this course is to follow the development of manga and anime, and to understand the social and cultural 

functions they serve in Japanese society. 

 

授業の内容（Course Contents） 

The course covers different aspects of manga and anime following their development from the origins of the old scrolls, over 

1000 years ago, up to the contemporary age. It centers on the cultural representations and social/political importance manga 

acquired in different historical periods, as seen through analysis of popular art works, artists, and modern creators. The courses 

uses interdisciplinary theories from sociology, anthropology, gender, and cultural studies.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction: comics and the philosophy of art 

Key concepts in the interpretation of comics and caricatures 

2. Legends and myths (I): Japanese gods and the function of the scrolls in ancient Japan 

3. Legends and myths (II): social changes and the place of manga in Edo and Meiji periods   

4. Manga as political power: the growing meaning of manga in between the wars 

5. WWII and its representations in manga, anime, and the national memory 

6. Tezuka Osamu: the turning point in manga art  

7. Hayao Miyazaki (I) 

8. Hayao Miyazaki and his followers (II) 

9. Satoshi Kon: Subcultures and social problems  

10. The unique characterisation of heroes in manga and anime  

11. Cyberpunk and the new metropolis: AI, robots and the future of humanity  

12. Otaku culture: from losers to winners?  

13. SuperFlat movement: anime and otaku as art and cultural symbols  

14. Summary and key points  

 

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

Articles will be provided on the university Blackboard website, and students are required to read and come come prepared for 

class discussion.  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(35%)/weekly class assignments(40%)/mid-term project(25%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FB518 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 
Japanese Society2 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Critical Issues and Debates in Contemporary Japan 

担当者名 

（Instructor） 
楠本 和佳子(KUSUMOTO WAKAKO) 

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） 
CMP2231 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 

・定員 15 名 

・他に特別外国人学生が履修 

・この授業は、英語圏での大学の授業を想定し、全て英語で行う 

・TOEIC®700 点相当以上の英語力を有していることを前提に授業を実施する 

 

授業の目標（Course Objectives） 

The aim of this course is to help students understand critical issues of Japanese society in socio-cultural and historical 

contexts.  Students will also learn to use their everyday experience and observation as materials for class discussion and their 

final research project. 

 

授業の内容（Course Contents） 

In this course, we will study the issues that are crucial to understanding contemporary Japanese society.  Taking up the topics 

such as work, family, education and the media that are important in analyzing any modern society, we will pay special attention 

to the way they are argued in the context of postwar Japan.  Furthermore, we will consider regionally specific topics that are 

hotly debated in recent years: e.g., Article 9 and security-related bills, the 3-11 incident and its repercussions, Okinawa, and 

nuclear energy.  Since public opinions on these matters are deeply polarized, we will first read the texts that help us 

understand the nature of the issues, then move on to discuss the way they are portrayed/analyzed in the academic and popular 

discourses (both local and international).  Students are expected to complete a semester project on a Japan-related topic of 

their choice, which must include ethnographic data obtained through fieldwork (Details of the procedures will be explained in 

class).  In order to complement our work in the classroom, students must remain active researchers, interacting with people 

they encounter, following the current news, and exploring the topics in which they become interested.  Their semester project 

should incorporate all the work they have done in- and outside of the classroom.  The result will be presented in class and 

submitted as a final research paper. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction to the Course 

2. Understanding Culture from a Fieldworker's Viewpoint 

3. Current Issues in the Study of Japan 

4. How Culture Shapes Us 

5. Showa Era and the Memory of War 

6. Education 

7. Family and Gender (& Midterm Report on Your Semester Project) 

8. Getting Old in Japan 

9. Minority Issues 

10. Okinawa 

11. 3-11 & Its Repercussions 

12. Energy and Power 

13. Presentations 

14. Presentations 

 

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

Reading and writing assignments for each week will be stated in syllabus as well as announced in class.  Follow the syllabus 

and instructions in class carefully. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(35%)/Attendance and Participation(25%)/Homework and Assignments(25%)/Project 

Presentation(15%) 

70% or more attendance is required to pass the course. 

 

テキスト（Textbooks） 

Various book chapters and articles will be provided online. 
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参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

After the registration is processed, you are responsible to keep up-to-date with all the class materials and announcements. 

 

注意事項（Notice） 
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■FB519 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 
Tokyo Studies 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
History of Tokyo 

担当者名 

（Instructor） 
カプリオ，Ｍ．(CAPRIO,MARK E.) 

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） 
CMP2231 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 

・定員 15 名 

・他に特別外国人学生が履修 

・この授業は、英語圏での大学の授業を想定し、全て英語で行う 

・TOEIC®700 点相当以上の英語力を有していることを前提に授業を実施する 

 

授業の目標（Course Objectives） 

This class serves as a historical and contemporary introduction to Tokyo in its context as Japan’s capital and major Northeast 

Asia city.  

 

授業の内容（Course Contents） 

This class will use primarily classroom lecture to trace Tokyo’s development from its Edo roots, through its war destruction, to 

the city’s role in Japan’s postwar economic recovery. I will also offer several walking tours. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction to Tokyo 

2. Tour: three Temples (Kan'eiji, Asakusa, Zojoji) 

3. March 31, 1854: A Turning Point in Japanese History? 

4. March 24, 1860: Edo→Tokyo as Japan’s Capital  

5. Tour: Edo in Tokyo 

6. The Modernization of Tokyo 

7. Midterm test 

8. September 13, 1912: The End of an Era  

9. Tour: Meiji to Taisho Tokyo 

10. February 26, 1936: From Civilian to Military Rule? 

11. August 15, 1945: From wartime country to country of peace  

12. Tour: Wartime Japan in Tokyo 

13. Final test 

14. Group Tour presentations  

 

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

This class will require students to do an extensive amount of reading. Assigned readings will include one textbook, academic 

papers, as well as experiential writing (diaries, etc.). Students will also be responsible for designing their own tour in groups. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(25%)/Midterm test(20%)/Final test(25%)/Class participation(30%) 

Two exams will be worth 20/25%, in-class attendance/participation 30% 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

A reading list will be included in the syllabus handed out the first day of class. The readings will be available on Blackboard. 

Students are expected to complete all the readings. 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FB520 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 
Political Sociology 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Understanding political and social change in Japan 

担当者名 

（Instructor） 
李 美淑(LEE MISOOK) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMP2201 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 

・2012 年度以降 1 年次入学者対象科目 

・他にグローバル・リベラルアーツ・プログラム 所属学生/特別外国人学生が履修 

・この授業は、英語圏での大学の授業を想定し、全て英語で行う 

・以下の英語力を有していることが履修の目安になる 

英検準 1 級, IELTS 5.5, TOEFL®iBT 72, TOEIC®785 

・定員 15 名 週 2 回開講 

 

授業の目標（Course Objectives） 

In this course, students will learn basic social concepts and approaches to understand the political and social changes in 

postwar Japan.  

 

授業の内容（Course Contents） 

This course is intended as an introduction to sociological thinking about political phenomenon. Students will explore sociological 

approaches to analyze social change and social movements. With various issues and topics in postwar Japan, students are 

required to interpret relations among state, society, and citizens critically. Each class will have a review session on weekly 

reading material, student presentation, and discussion.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction: Class Guidance  

2. What is Political Sociology?  

3. Social Action and Social Structures (1) 

4. Social Action and Social Structures (2)  

5. Understanding Social Change (1) 

6. Understanding Social Change (2) 

7. Social Change and Social Movements (1) 

8. Social Change and Social Movements (2)  

9. Social Change and Social Movements (3)  

10. Social Change and Social Movements (4)  

11. Counter Culture in Japan - Voices of Voiceless (1) 

12. Counter Culture in Japan - Voices of Voiceless (2) 

13. Counter Culture in Japan – 1968 (1) 

14. Counter Culture in Japan – 1968 (2)  

15. Death of the Japanese New Left? (1) 

16. Death of the Japanese New Left? (2)  

17. Counter Culture in Japan – Minamata and Sanrizuka (1)  

18. Counter Culture in Japan – Minamata and Sanrizuka (2)  

19. Women’s Liberation Movement in Japan (1)  

20. Women’s Liberation Movement in Japan (2)  

21. Postmodern Japan (1) 

22. Postmodern Japan (2)  

23. Fukushima and the Future (1)  

24. Fukushima and the Future (2)  

25. Final Presentation (1) 

26. Final Presentation (2) 

27. Final Presentation (3) 

28. Wrap-up Discussion  

 

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

All readings for the course are available for download as PDF files from the Blackboard. Students are required to submit their 

short reading essay. 
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成績評価方法・基準（Evaluation） 

attendance and active participation in discussions(20%)/presentation (25% for reading material, 25% final 

presentation)(50%)/assignment (short reading essay)(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. Anthony Giddens and Phillp W. Sutton. 2013. Sociology 7th edition. Polity Press 

2. Anthony Giddens and Phillp W. Sutton. 2014. Essential Concepts in Sociology. Polity Press. 

3. William Andrews. 2015. Dissenting Japan: A History of Japanese Radicalism and Counterculture from 1945 to Fukushima. C 

Hurst & Co Publishers Ltd 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

Details of the course schedule can be adjusted according to the students’ interests. 

 

注意事項（Notice） 
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■FB521 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 
Economic Thought 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
An Insight into the Future 

担当者名 

（Instructor） 
宮越 浩子(MIYAKOSHI HIROKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMP2201 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 

・2012 年度以降 1 年次入学者対象科目 

・他にグローバル・リベラルアーツ・プログラム 所属学生/特別外国人学生が履修 

・この授業は、英語圏での大学の授業を想定し、全て英語で行う 

・以下の英語力を有していることが履修の目安になる 

英検準 1 級, IELTS 5.5, TOEFL®iBT 72, TOEIC®785 

・定員 15 名 週 2 回開講 

 

授業の目標（Course Objectives） 

The goal of this class is to build a future scenario based on current facts, possibilities of future technology developments, and 

the shift in societal values.  Students will be exposed to different statistics, learn how to use them to support their arguments.  

There will also be opportunities to learn how to think creatively and present their ideas in a professional manner. 

 

授業の内容（Course Contents） 

The course will start by introducing how to look for reliable information and statistics.  Following this, students will be guided to 

look into the future through deductive, inductive and abductive methodologies in different areas. 

The course will require students to search for information, analyze them, and present them adding their own thoughts.  There 

will be individual research and group work during the classes.   

There will be an English test given on the first and last class.  This test will be used to check your English proficiency but the 

outcome will not count to your evaluation.  Don't forget to bring your PC and headset (or earphones) for your first and last 

class. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction to the Course & English Test 

2. Media Literacy 

3. Statistical Literacy 

4. Population  

5. Life Planning 

6. Housing (1) 

7. Housing (2) 

8. Work Style (1) 

9. Work Style (2) 

10. Work Style (3) 

11. Education (1) 

12. Education (2) 

13. Education (3) 

14. Healthcare (1) 

15. Healthcare (2) 

16. Childcare (1) 

17. Childcare (2) 

18. Elderly Care (1) 

19. Elderly Care (2) 

20. Drafting The Future Scenario (1) 

21. Drafting The Future Scenario (2) 

22. Preparation for the Presentation (1) 

23. Preparation for the Presentation (2) 

24. Final Presentation (1) 

25. Final Presentation (2) 

26. Final Presentation (3) 

27. Final Presentation (4) 

28. Wrap up & English Test 

 



 - 304 - 

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

Assignments will be announced at the end of class, most of which will be research and preparing for the next class. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Final Presentation(40%)/Activeness in Class(30%)/Reflection Paper(30%) 

Those who attend less than 70% of the total classes will not be subject to evaluation. 

 

テキスト（Textbooks） 

No particular textbook will be used.  Materials may be distributed during class or via Blackboard. 

 

参考文献（Readings） 

1. Lynda Gratton, Andrew Scott. 2016. The 100-Year Life: Living and Working in an Age of Longevity. Bloomsbury Information 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

Always bring a PC with WiFi connection to class.  There will be some research, writing activities, and preparation for 

presentations during class. 

There will be a reflection questionnaire to answer after each class which will also be done online.   

   

Always bring your dictionary to class.  You may also use online dictionaries.     

  

There will be opportunities for group work and presentations during class.  Active participation is required.  

     

We are expecting some guest speakers to come in for special lectures in this class.  The order of classes may change due to 

the schedule of the guest speaker.       

The order of the classes is subject to change depending on the progress.     

  

There will be an English test given on the first and last class.  This test will be used to check your English proficiency but the 

outcome will not count to your evaluation.  Don't forget to bring your PC and headset (or earphones) for your first and last 

class.       

Any changes that may occur will be announced on the Blackboard.  Please make it a habit to check the Blackboard on a 

regular basis.       

 

注意事項（Notice） 
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■FB522 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 
University in Modern Society 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 

The role of higher education in todays’ world and current issues – case study of higher 

education in the United States 

担当者名 

（Instructor） 
ペレス，Ａ．(PEREZ ANGEL B.) 

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） 
CMP2201 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 

・2016 年度以降 1 年次入学者対象科目 

・他にグローバル・リベラルアーツ・プログラム 所属学生/特別外国人学生が履修 

・この授業は、英語圏での大学の授業を想定し、全て英語で行う 

・以下の英語力を有していることが履修の目安になる 

英検準 1 級, IELTS 5.5, TOEFL®iBT 72, TOEIC®785 

・定員 15 名 

・池袋キャンパス：8 月 1 日（水）～7 日（火） 各日 10:45～16:30 A202 教室 

 

授業の目標（Course Objectives） 

To learn about the history of higher education in United States 

To examine the distinctiveness of the American higher education system  

To reflect on one’s own student life by comparing it with the American college culture 

To discuss the role of higher education in society with regards to the situation in United States 

To discuss the current issues in the American higher education and their relevance to the situation in Japan 

 

授業の内容（Course Contents） 

The United States has one of the most diverse and complex systems of higher education in the world. It is a highly sought 

after multi-billion dollar industry with significant impact on American society. From its origins in religiosity to its goals for 

educating a work force, higher education’s impact and purpose are continuously evolving. This course will give students 

historical foundations while providing a framework for the industry’s modern day complexities. Students will research, analyze, 

and debate various issues that challenge higher education today including: admissions, diversity, the For Profit sector, paying for 

college, social life, curriculum, and the influence of organizations like U.S. News, Moody’s, and the student loan industry. The 

course provides a platform for students to study and debate an industry they currently consume. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. The For Profit Sector 

2. External Organizations that Feed American Higher Education 

3. Purposes and Philosophy American Higher Education 

4. History of American Higher Education 

5. System of American Higher Education (Organizational Structure) 

6. System of American Higher Education (Institutional Policies) 

7. System of American Higher Education (Enrollment Management and Finances) 

8. The College Student Experience 

9. Role of Higher Education in Society (Admissions and Student Demographics) 

10. Role of Higher Education in Society (Non-traditional Students and Distance Learning) 

11. Role of Higher Education in Society (Employment and Student Debt) 

12. The Media and Higher Education 

13. University Athletics 

14. Current Issues in American Higher Education 

15. Final Review 

 

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

Students are expected to read recommended chapters from the course textbook before the start of this course. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Attendance and Class Participation(30%)/Higher Education News Review(30%)/最終レポート(Final Report)(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Stevens, Mitchell L.. 2009. Creating a Class - College Admissions and the Education of Elites. Harvard University Press 

(ISBN:9780674034945) 
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参考文献（Readings） 

TBA 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

TBA 

 

注意事項（Notice） 

2018 年 6 月 15 日変更（変更理由：追加募集を行うこととなったため） 

2018 年度受付期間：6/13(水) ～ 19(火)17:00 （教務事務センターにて受付） 
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■FB554 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

日本国憲法 

(Japanese Constitutional Law) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
民主主義・平和主義・基本的人権について学ぶ 

担当者名 

（Instructor） 
砂押 以久子(SUNAOSHI IKUKO) 

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 年次入学者対象科目 

法学部所属学生随意科目（卒業要件単位に含むことはできない） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 法を学ぶということは，単に法技術を習得することではなく，法を解釈することを通して客観的・論理的に思考する能力を養うこ

とである。本講義においては，われわれの周りに起こる出来事を取り上げ， 憲法がわれわれにとって非常に身近であることを認

識し，さまざまな社会問題を人権保障の観点から考察していきたいと考える。 

 

授業の内容（Course Contents） 

 視聴覚教材を適宜利用しながら講義形式で授業を行う。近代憲法から日本国憲法の誕生までを学んだ後，平和主義，基本的

人権等について，身近な事例を通じて講義する。具体的内容は，「授業計画」に示す。なお， 基本的人権に関する個別テーマに

関しては，できるだけタイムリーな問題を取り上げ，掘り下げて検討を行いたいと考えるので，授業計画にあげた内容とは異なる

場合があること，授業の進路状況によってはテーマが多少前後すること，時間の都合でテーマが限られることのあることをあらか

じめ了承いただきたい。   

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 近代憲法の成立 

2. 明治憲法の制定 

3. 明治憲法の運用 

4. 日本国憲法の制定 

5. 日本国憲法の特徴 

6. 平和主義(1) 

7. 平和主義(2） 

8. 平和主義（3） 

9. 基本的人権の基礎知識 

10. 表現の自由 

11. 知る権利 

12. 法の下の平等(1) 

13. 法の下の平等（2） 

14. 自己決定権 

 

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

 視聴覚教材を利用しながら講義を行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

 特に指定しないが，六法を用意することが望ましい。 

 

参考文献（Readings） 

 講義の中でその都度指定する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

  

 

注意事項（Notice） 
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■FB556 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

日本国憲法 

(Japanese Constitutional Law) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
民主主義・平和主義・基本的人権について学ぶ 

担当者名 

（Instructor） 
砂押 以久子(SUNAOSHI IKUKO) 

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 年次入学者対象科目 

法学部所属学生随意科目（卒業要件単位に含むことはできない） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 法を学ぶということは，単に法技術を習得することではなく，法を解釈することを通して客観的・論理的に思考する能力を養うこ

とである。本講義においては，われわれの周りに起こる出来事を取り上げ， 憲法がわれわれにとって非常に身近であることを認

識し，さまざまな社会問題を人権保障の観点から考察していきたいと考える。 

 

授業の内容（Course Contents） 

 視聴覚教材を適宜利用しながら講義形式で授業を行う。近代憲法から日本国憲法の誕生までを学んだ後，平和主義，基本的

人権等について，身近な事例を通じて講義する。具体的内容は，「授業計画」に示す。なお， 基本的人権に関する個別テーマに

関しては，できるだけタイムリーな問題を取り上げ，掘り下げて検討を行いたいと考えるので，授業計画にあげた内容とは異なる

場合があること，授業の進路状況によってはテーマが多少前後すること，時間の都合でテーマが限られることのあることをあらか

じめ了承いただきたい。   

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 近代憲法の成立 

2. 明治憲法の制定 

3. 明治憲法の運用 

4. 日本国憲法の制定 

5. 日本国憲法の特徴 

6. 平和主義(1) 

7. 平和主義(2） 

8. 平和主義（3） 

9. 基本的人権の基礎知識 

10. 表現の自由 

11. 知る権利 

12. 法の下の平等(1) 

13. 法の下の平等（2） 

14. 自己決定権 

 

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

 視聴覚教材を利用しながら講義を行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

 特に指定しないが，六法を用意することが望ましい。 

 

参考文献（Readings） 

 講義の中でその都度指定する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

  

 

注意事項（Notice） 
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■FB601 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

スポーツとメディア                   新座 

(Sport and Media) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
メディアはスポーツをいかに伝えてきたか 

担当者名 

（Instructor） 
佐野 慎輔(SANO SHINSUKE) 

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 年次入学者対象科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 われわれにとって、スポーツとは何か？ 「する」だけがスポーツではない。 

「みる」「支える」「調べる」など、いろいろなかたちで、われわれの周囲にスポーツが存在している。 

メディアを通して「知る」スポーツの実情、実態もある。 

 メディアはスポーツをどう伝えてきたのか、いまをどう伝えようとしているのか。 

メディアとスポーツの関係を学ぶことにより、スポーツに新たな視点で接し、関心を深めていきたい。 

 一方で、メディアとくにスポーツメディアへの理解、関心を持ち、スポーツメディアを志向する人たちには指針となる授業でありた

い。  

 

授業の内容（Course Contents） 

 今年２、３月には平昌冬季オリンピック・パラリンピック、６月にはＦＩＦＡワールドカップ・ロシア大会が開催され、来年はラグビー

のワールドカップ日本大会、そして２０２０年東京オリンピック・パラリンピックの開催が予定されている。メディアが大きく取り上げ、

人々の関心を盛り上げることはいうまでもない。その報道のあり方、とくに２０２０年に向けた実態をとりあげ、報道について考えて

いく。 

 永年、スポーツ報道に携わってきた経験を伝えるとともに、国際大会等あり方にも考察を加える。また、スポーツとメディアとの

関係について、歴史を通して理解を進めていく。授業中、過去の映像等も流し、分析を加えていく。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. メディアとは何か？  

・ではスポーツメディアとは何か？ スポーツ・ジャーナリズムとの違いはあるのか？ 

2. スポーツとは何か？ 日本にスポーツはあったのか？ 

・日本のスポーツの歴史を考え、メディアはどう関わった 

3. 新聞が牽引した日本のスポーツ 

・日本に近代スポーツが入ってきたの明治初期、その頃から新聞が普及に関わる 

4. テレビが変えた日本のスポーツ報道 

・それまで、新聞の独占状態にあったスポーツ報道はテレビの普及とともに変化した 

5. メディアとスポーツイベント① 

・日本のスポーツ報道の中心は野球だった。その背景にメディアがあった 

6. メディアとスポーツイベント② 

・オリンピックとメディアを考える 

7. メディアとスポーツイベント③ 

・ワールドカップを中心にサッカー報道を考える 

8. メディアスポーツを知っている？ 

・スポーツメディアとメディアスポーツ、成功したメディアスポーツとは… 

9. 日本のスポーツ報道の特色とは 

・新聞、テレビを通して、日本のスポーツ報道について考える。世界の報道実態は… 

10. 放送権ビジネスと報道の立ち位置 

・多くのイベントは放送権収入に支えられている。それがスポーツに与える影響は… 

・逆にスポンサードが報道を偏向させないか 

11. 地域密着とローカルメディア 

・スポーツによる地域創生が注目されるなか、地域メディアの果たす役割とは 

12. ２０２０年東京オリンピック・パラリンピックを考える 

・東京大会の準備状況をメディアの視点から 

・東京大会はどのような大会、報道であってほしいか 

13. スポーツの価値へ、メディアの役割 

・ドーピングやルール違反、メディアはそれをどう報じているか 

・スポーツの価値とはなにか 

14. フェイクニュースとリテラシー 

・ＳＮＳの普及はフェイクニュースを呼び込んだ、既存メディアの立ち位置とは… 
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・リテラシーの必要性を問う 

 

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

・スポーツ報道に関心を持ってほしい。数あるイベントを新聞、テレビ、インターネットはどう報じているか、 

そこに関心を持って頂きたい。 

・毎週、授業の始めに前週のイベントについて、報道の様子を含めて分析を加えたい。 

・質問等は、授業の始めにメールアドレスを明示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/出席兼コメントペーパー(40%) 

授業中、コメントを書いてもらい、平常点にあてる 

 

テキスト（Textbooks） 

テキストは特に設けず、毎週、資料を配付する 

 

参考文献（Readings） 

・スポーツ紙を含めた新聞各紙の閲読（毎週、それをもとに分析を行う） 

・必要があるものについては、その都度、授業内で指示する 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

・笹川スポーツ財団ホームページ 

 （データ、報告書、スポーツ白書、歴史と検証などを参照） 

・電子書籍「ＩＯＣ」猪谷千春著（新潮社）の閲読を勧める ⇒ オリンピック関連ではもっとも良くまとまっている 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 311 - 

■FB701 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

スポーツとメディア 

(Sport and Media) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
メディアとの関係性を通じてスポーツの文化的・社会的価値を理解する 

担当者名 

（Instructor） 
宮村 淳(MIYAMURA ATSUSHI) 

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 年次入学者対象科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

スポーツとメディアの関係性について、歴史的背景をひもときながら深く考察し、人類にとってスポーツが持つ意味、価値について

検討する。スポーツという題材を通して、人間を、社会を、そしてビジネスの有り様を理解する一助としたい。 

 

授業の内容（Course Contents） 

スポーツとメディアは過去 100年間の歴史の中で、お互いにどのような影響を与えつつ、発展・変容してきたか。オリンピック、サ

ッカー、高校野球、箱根駅伝などメディア界で高価値として知られるコンテンツを中心に見ていく。そして、そこから見えてくるスポ

ーツ自体の本質的価値を探っていく。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. メディアの変容-100 年を俯瞰。そして現在何が起こっているか 

2. スポーツとメディア 関係性の概要 

3. 日本野球とメディア 1 高校野球の歴史と存在価値 

4. 日本野球とメディア 2 大学野球、そしてプロ野球 

5. サッカービジネスとメディア 

6. フィギュアスケートを読み解く 

7. ユニバーサルアクセス権を考える。ヨーロッパのスポーツ放送 

8. オリンピックとテレビメディア 1936 年ベルリン～ 

9. オリンピック報道の行間を読む 

10. オリンピックの変容、スポーツの変容とメディア 

11. テレビの創成期とスポーツ 1946 年アメリカ、1953 年日本 

12. 箱根駅伝から大学スポーツを考える 

13. まとめ 1 激変期のスポーツメディア 

14. まとめ 2 スポーツそのものの価値を再考する 

 

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

激変期を迎えているメディア情勢（ネット配信事業の拡大など）や、スポーツ界のニュースに日頃からアンテナを張り、自分なりの

見解を持てるように習慣づけること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/出席および授業参加度・貢献度(40%)/コメントペーパー(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし。 

 

参考文献（Readings） 

授業内で適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FB801 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

大学と現代社会                     新座 

(University and Modern Society) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
大学の現代的課題を考える 

担当者名 

（Instructor） 
前田 早苗(MAEDA SANAE) 

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） 

2011 年度以前 1 年次入学者対象科目 

立教科目・大学 

 

授業の目標（Course Objectives） 

大学がどのようにしてできたのかを理解し、学生と大学と社会のかかわりを歴史的に把握する。大学で学ぶことの意味を考える。 

 

授業の内容（Course Contents） 

戦後の大学制度がどのようにして成立し展開していったのかを中心に講義する。そのなかで、大学と社会との関係がどのように

変遷していったのか、現代社会において大学がどのような役割を期待され、どのような課題を抱えているのかを確認する。その過

程で世界の高等教育制度についても紹介する。これらを通じて、学生と大学と社会のかかわりを歴史的に把握し、学生自身と立

教大学とのかかわりを考える契機とする。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス－大学がおかれている現代的状況についての概説 

2. 戦前の教育制度について 

3. 立教大学の歴史について 

4. 新制大学の発展と課題（1947 年～1970 年）―教養教育を中心として― 

5. 「学生紛争」と大学 

6. 1970 年代以降の高等教育改革―公的文書の分析を通じて― 

7. 世界の高等教育制度―欧米の大学①― 

8. 世界の高等教育制度―欧米の大学②― 

9. 世界の高等教育制度―アジアの大学― 

10. 社会から見た大学 

11. 2000 年以降の答申から大学を考える 

12. 大学評価と質保証 

13. 「学士課程教育」がめざすもの 

14. まとめとテスト 

 

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

授業の際に配布するプリントを事前に読んでおく。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(40%)/小レポート(20%)/毎回の授業への参加姿勢(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 安原義人、大塚豊、羽田貴史、2008、『大学と社会』、放送大学教育振興会 (ISBN:ISBN978-4-595-30802-4) 

2. 早田幸政、諸星裕、青野透、2010、『高等教育論入門』、ミネルヴァ書房 (ISBN:ISBN978-4-623-05897-6) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

学制百年史 

http://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/html/others/det ail/1317552.htm 

 

注意事項（Notice） 
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■FB804 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

近代日本社会と人権                   新座 

(Modern Japanese society and human rights) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
部落問題を中心に 

担当者名 

（Instructor） 
黒川 みどり(KUROKAWA MIDORI) 

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） 

2011 年度以前 1 年次入学者対象科目 

立教科目・人権 

 

授業の目標（Course Objectives） 

部落問題を中心に据えながら近現代日本のマイノリティの歴史を振り返ることにより、「他者感覚」を身につける一助とし、人権問

題についての理解を深める。 

 

授業の内容（Course Contents） 

沖縄、アイヌ、女性、などさまざまな差別の問題にも言及しながら、明治維新から現代までの近現代社会の部落問題の歴史を講

義し、日本の近現代社会のありようを問う。映画の鑑賞なども採り入れながら、対象についての理解を深めていきたい。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

部落問題とは 

2. 映画「人間みな兄弟」（1960 年、監督；亀井文夫）から部落問題を読み解く 

3. 近代社会の成立と｢解放令」 

 被差別部落 

4. 国民の境界―被差別部落／アイヌ／沖縄 

5. 発見される被差別部落―地方改良運動と被差別部落 

 植民地、「新しい女」、隔離と囲い込み 

6. 帝国のなかの差別と「平等」 

 立ち上がるマイノリティ…全国水平社の成立 

7. 米騒動／人種平等 

 アジア・太平洋戦争の開始と棄民 

8. 自力解放運動の成立 

9. アジア・太平洋戦争と動員される差別（３） 

 皇民化政策、棄民と「捨て石」 

10. 映画「橋のない川 第 1 部」（1969 年、監督；今井正）から明治後期―大正期の部落問題を読み解く（１） 

11. 映画「橋のない川 第 1 部」（1969 年、監督；今井正）から明治後期―大正期の部落問題を読み解く（２） 

12. 弾き直される境界―帝国の解体 

13. 市民への包摂と排除 

14. 「人権」の時代／今 

 

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

予め指示した資料等を読み，学習してのぞむこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(70%)/授業内で実施する数回の小テスト(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 黒川みどり、2011、『描かれた被差別部落』、岩波書店 

2. 黒川みどり、2011、『近代部落史』、平凡社新書 

3. 黒川みどり、2016、『入門被差別部落の歴史』、解放出版社 

4. 黒川みどり、2016、『創られた「人種」―人種主義と部落差別』、有志舎 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■FB807 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

立教大学の歴史                     新座 

(History of Rikkyo University) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
日本近現代史のなかの立教大学 

担当者名 

（Instructor） 
舟橋 正真(FUNABASHI SEISHIN) 

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） 

2011 年度以前 1 年次入学者対象科目 

立教科目・大学 

 

授業の目標（Course Objectives） 

1874 年に創立した立教は、どのような歩みを経て、現在に至っているのだろうか。この授業では、日本近現代史のなかの立教大

学の歴史・沿革とその特色を学びながら、「立教大学とは何であるのか」を考えていきたい。 

 

授業の内容（Course Contents） 

この授業では、1874 年の創立から 2000 年の一貫連携教育の開始までを扱い、立教大学の歴史を日本近現代史のなかに位置

づけながら検討していく。これまでの研究成果を踏まえ、立教大学の歴史的展開を明らかにし、加えて立教各校の動向や他大学

の事例についても紹介していく。なお、授業計画は若干変更することもある。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 聖公会の日本伝道と創立者ウィリアムズ 

3. 立教学校の誕生 

4. 文部省訓令第１２号と立教学院の成立 

5. 高等教育制度の整備と立教大学の誕生 

6. 関東大震災と財団法人立教学院 

7. 立教大学の拡張と戦争の影 

8. 日米開戦とキリスト教教育の危機 

9. 戦局の悪化と大学存続の危機 

10. 敗戦から学園の再建へ 

11. 新制立教大学への移行 

12. 高度経済成長のなかの立教大学 

13. 「立大紛争」とその後の諸改革 

14. 新座キャンパスの開校と一貫連携教育の開始 

 

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

予習の必要はない。授業後は配布したプリントをみなおし、しっかり復習すること。その際、関連の参考文献を読み、授業内容へ

の理解を深めること。加えて授業内容の定着を図るため、レポートなどを作成する。その詳細については、授業時に指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(50%)/レポート(30%)/コメントペーパーの内容(20%) 

出席は毎回とる。3/4 以上出席していない場合は、成績評価の対象としない。そのほか、遅刻、無断での欠席および早退、私語

などには厳正に対処する。 

 

テキスト（Textbooks） 

テキストは指定せず、授業時にプリントを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 立教学院史資料センター編、2007 年、『立教大学の歴史』、立教大学 

立教史関連の諸研究については、以下の URLを参照のこと。

http://www.rikkyo.ac.jp/research/institute/rikkyo_archives/research_results.html 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

立教学院の歴史については、以下の URLを参照されたい。 

http://www.rikkyo.ac.jp/research/institute/rikkyo_archives/ 

 

注意事項（Notice） 
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■FB901 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

大学と現代社会 

(University and Modern Society) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
大学教育と学生生活の過去・現在・未来 

担当者名 

（Instructor） 
谷村 英洋(TANIMURA HIDEHIRO) 

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） 

2011 年度以前 1 年次入学者対象科目 

立教科目・大学 

 

授業の目標（Course Objectives） 

個々の学生が大学観を広げ、それをもとに自分自身の学生生活について省察することを目的とします。 

到達目標は次の通りです。 

①大学教育が置かれた過去および現在の状況を理解し、それに対する意見を述べることができる。 

②大学教育と自身のこれまでの関わり方およびこれからの関わり方について、考えを述べることができる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

教育機能と学生生活を中心に、大学の歴史と現状、およびそれらの背後にある／あった社会状況について学習します。またその

過程で、履修者が自身の学生生活について省察する機会を適宜設けます。 

授業の方法については次の通りです。 

①授業は講義、グループワーク、ディスカッション等によって構成します。 

②授業参加者の対話（ともに話し、聴き、読み、書く）を重視します。 

③履修者数を考慮し、可能であればグループ発表の機会を設けます。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 大学と学生生活の誕生と変容 

3. 大学教育・学生生活のレリバンス(1) 

4. 大学教育・学生生活のレリバンス(2) 

5. 大学の教育と学習 (1)過去 

6. 大学の教育と学習 (2)現在 

7. 大学の教育と学習 (3)未来 

8. 学生の変容(1) 

9. 学生の変容(2) 

10. 大学入試改革と高大接続 

11. 大学教育の費用とその負担 

12. 大学のグローバル化 

13. 学生発表 

14. 学生発表 

 

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

文献を読む、短いコメントを用意してくる等の課題を出すことがあります。また、学生発表に向けた準備を授業内外で進めてもらい

ます。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(60%)/授業内で取り組む課題、授業外で取り組む課題(40%) 

※筆記試験は「持ち込み可」の条件で行います。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. チャールズ・ホーマー・ハスキンズ、2009、『大学の起源』、八坂書房 (ISBN:9784896949476) 

2. 吉見俊哉、2011、『大学とは何か』、岩波書店 (ISBN:9784004313182) 

3. 金子元久、2007、『大学の教育力―何を教え、学ぶか』、筑摩書房 (ISBN:9784480063847) 

4. 潮木守一、1986、『キャンパスの生態誌―大学とは何だろう』、中央公論社 (ISBN:9784121008220) 

※その他の文献は授業中に紹介します。 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FB902 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

ジェンダーとキリスト教 

(Gender and Christianity) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
ジェンダーからみた「キリスト教・宗教」論再考 

担当者名 

（Instructor） 
古澤 有峰(FURUSAWA YUMI) 

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） 
2011 年度以前 1 年次入学者対象科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

ジェンダーの視点からキリスト教と宗教を捉えなおす。 

 

授業の内容（Course Contents） 

理論と実際の両方を検証する事を通じて、ジェンダーとキリスト教をめぐる問題や課題について学習・理解を深める。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入：ジェンダーの視点からキリスト教と宗教を捉えなおす 

2. ジェンダーの視点からキリスト教における「聖書」「神」を再考する 

3. ジェンダーとキリスト教からみた性的マイノリティ（１） 

4. ジェンダーとキリスト教からみた性的マイノリティ（２） 

5. ジェンダーとキリスト教からみた性的マイノリティ（３） 

6. ジェンダーとキリスト教からみた生命倫理（１） 

7. ジェンダーとキリスト教からみた生命倫理（２） 

8. ジェンダーとキリスト教からみた生命倫理（３） 

9. ジェンダーとキリスト教からみたスピリチュアルケア（１）  

10. ジェンダーとキリスト教からみたスピリチュアルケア（２） 

11. ジェンダーとキリスト教からみたスピリチュアルケア（３） 

12. ジェンダーとキリスト教からみたスピリチュアルケア（４） 

13. ジェンダーとキリスト教からみたスピリチュアルケア（５）（１～３：医療・看護・社会福祉・心理学関連 ４、５：音楽・アート関

連） 

14. まとめ・授業総括 

 

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

特になし。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(60%)/出席およびリアクションペーパー(40%) 

遅刻や途中退席は原則認めない。単位修得の為には 80%以上の出席が必要。 

 

テキスト（Textbooks） 

特に指定しない。 

 

参考文献（Readings） 

必要に応じて提示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 319 - 

■FB904 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

立教大学の歴史 

(History of Rikkyo University) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
日本近現代史における立教大学 

担当者名 

（Instructor） 
宮本 正明(MIYAMOTO MASAAKI) 

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） 

2011 年度以前 1 年次入学者対象科目 

立教科目・大学 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 「自校史」として立教の歴史を学ぶ機会にしていただくとともに、その沿革と特色を日本近現代史との関わりのなかで理解しても

らえればと思います。 

 

授業の内容（Course Contents） 

 1874 年にその前身となる学校が創立されて以降、立教は 140年以上の歳月を経てきています。その歴史にはまだ明らかでな

い部分も残されていますが、この間に進展してきた研究成果にもとづく形で、立教の歩みを紹介していきます。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 聖公会の日本伝道 

3. 立教の創立者ウィリアムズ 

4. 立教学校の誕生 

5. 文部省訓令第 12 号と立教学院の成立 

6. 高等教育制度の整備と立教大学の誕生 

7. 関東大震災と財団法人立教学院 

8. 立教大学の拡張と戦争の影 

9. 日米開戦とキリスト教主義教育の危機 

10. 戦局の悪化と大学存続の危機 

11. 敗戦から学園の再建へ 

12. 新制立教大学への移行 

13. 高度経済成長期以降の立教大学 

14. まとめ 

 

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

 下記の参考文献を授業の前後にご参照いただければ、授業の予習・復習につながると思います。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(60%)/コメントカード兼出席票(10%)/授業の内容要約（7 回分）(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

 テキストの指定は特にありませんが、下記「参考文献」に挙げた『立教大学の歴史』の内容をもとに、当方で配布するプリントに

即して話を進めます。 

 

参考文献（Readings） 

1. 立教学院史資料センター（編）、2007 年、『立教大学の歴史』、立教大学 

2. 立教学院百二十五年史編纂委員会（編）、2000 年、『BRICKS AND IVY―立教学院百二十五年史図録』、立教学院 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 上記の授業計画はあくまでも目安です。実際の授業の進行のなかで変動することもありえます。 

 

注意事項（Notice） 
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■FB905 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

立教大学の歴史 

(History of Rikkyo University) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
日本近現代史のなかの立教大学 

担当者名 

（Instructor） 
舟橋 正真(FUNABASHI SEISHIN) 

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） 

2011 年度以前 1 年次入学者対象科目 

立教科目・大学 

 

授業の目標（Course Objectives） 

1874 年に創立した立教は、どのような歩みを経て、現在に至っているのだろうか。この授業では、日本近現代史のなかの立教大

学の歴史・沿革とその特色を学びながら、「立教大学とは何であるのか」を考えていきたい。 

 

授業の内容（Course Contents） 

この授業では、1874 年の創立から 2000 年の一貫連携教育の開始までを扱い、立教大学の歴史を日本近現代史のなかに位置

づけながら検討していく。これまでの研究成果を踏まえ、立教大学の歴史的展開を明らかにし、加えて立教各校の動向や他大学

の事例についても紹介していく。なお、ゲストスピーカーの招聘などにより、授業計画が若干変更することもある。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 聖公会の日本伝道と創立者ウィリアムズ 

3. 立教学校の誕生 

4. 文部省訓令第１２号と立教学院の成立 

5. 高等教育制度の整備と立教大学の誕生 

6. 関東大震災と財団法人立教学院 

7. 立教大学の拡張と戦争の影 

8. 日米開戦とキリスト教教育の危機 

9. 戦局の悪化と大学存続の危機 

10. 敗戦から学園の再建へ 

11. 新制立教大学への移行 

12. 高度経済成長のなかの立教大学 

13. 「立大紛争」とその後の諸改革 

14. 新座キャンパスの開校と一貫連携教育の開始 

 

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

予習の必要はない。授業後は配布したプリントをみなおし、しっかり復習すること。その際、関連の参考文献を読み、授業内容へ

の理解を深めること。加えて授業内容の定着を図るため、レポートなどを作成する。その詳細については、授業時に指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(50%)/レポート(30%)/コメントペーパーの内容(20%) 

出席は毎回とる。3/4 以上出席していない場合は、成績評価の対象としない。そのほか、遅刻、無断での欠席および早退、私語

などには厳正に対処する。 

 

テキスト（Textbooks） 

テキストは指定せず、授業時にプリントを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 立教学院史資料センター編、2007 年、『立教大学の歴史』、立教大学 

立教史関連の諸研究については、以下の URLを参照のこと。

http://www.rikkyo.ac.jp/research/institute/rikkyo_archives/research_results.html 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

立教学院の歴史については、以下の URLを参照されたい。 

http://www.rikkyo.ac.jp/research/institute/rikkyo_archives/ 

 

注意事項（Notice） 
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■FB906 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

立教大学の歴史 

(History of Rikkyo University) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
日本近現代史のなかの立教大学 

担当者名 

（Instructor） 
舟橋 正真(FUNABASHI SEISHIN) 

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） 

2011 年度以前 1 年次入学者対象科目 

立教科目・大学 

 

授業の目標（Course Objectives） 

1874 年に創立した立教は、どのような歩みを経て、現在に至っているのだろうか。この授業では、日本近現代史のなかの立教大

学の歴史・沿革とその特色を学びながら、「立教大学とは何であるのか」を考えていきたい。 

 

授業の内容（Course Contents） 

この授業では、1874 年の創立から 2000 年の一貫連携教育の開始までを扱い、立教大学の歴史を日本近現代史のなかに位置

づけながら検討していく。これまでの研究成果を踏まえ、立教大学の歴史的展開を明らかにし、加えて立教各校の動向や他大学

の事例についても紹介していく。なお、授業計画は若干変更することもある。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 聖公会の日本伝道と創立者ウィリアムズ 

3. 立教学校の誕生 

4. 文部省訓令第１２号と立教学院の成立 

5. 高等教育制度の整備と立教大学の誕生 

6. 関東大震災と財団法人立教学院 

7. 立教大学の拡張と戦争の影 

8. 日米開戦とキリスト教教育の危機 

9. 戦局の悪化と大学存続の危機 

10. 敗戦から学園の再建へ 

11. 新制立教大学への移行 

12. 高度経済成長のなかの立教大学 

13. 「立大紛争」とその後の諸改革 

14. 新座キャンパスの開校と一貫連携教育の開始 

 

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

予習の必要はない。授業後は配布したプリントをみなおし、しっかり復習すること。その際、関連の参考文献を読み、授業内容へ

の理解を深めること。加えて授業内容の定着を図るため、レポートなどを作成する。その詳細については、授業時に指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(50%)/レポート(30%)/コメントペーパーの内容(20%) 

出席は毎回とる。3/4 以上出席していない場合は、成績評価の対象としない。そのほか、遅刻、無断での欠席および早退、私語

などには厳正に対処する。 

 

テキスト（Textbooks） 

テキストは指定せず、授業時にプリントを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 立教学院史資料センター編、2007 年、『立教大学の歴史』、立教大学 

立教史関連の諸研究については、以下の URLを参照のこと。

http://www.rikkyo.ac.jp/research/institute/rikkyo_archives/research_results.html 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

立教学院の歴史については、以下の URLを参照されたい。 

http://www.rikkyo.ac.jp/research/institute/rikkyo_archives/ 

 

注意事項（Notice） 
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■FB908 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

近代日本社会と人権 

(Modern Japanese society and human rights) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
部落問題を中心に 

担当者名 

（Instructor） 
黒川 みどり(KUROKAWA MIDORI) 

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） 

2011 年度以前 1 年次入学者対象科目 

立教科目・人権 

 

授業の目標（Course Objectives） 

部落問題を中心に据えながら近現代日本のマイノリティの歴史を振り返ることにより、「他者感覚」を身につける一助とし、人権問

題についての理解を深める。 

 

授業の内容（Course Contents） 

沖縄、アイヌ、女性、などさまざまな差別の問題にも言及しながら、明治維新から現代までの近現代社会の部落問題の歴史を講

義し、日本の近現代社会のありようを問う。映画の鑑賞なども採り入れながら、対象についての理解を深めていきたい。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

部落問題とは 

2. 映画「人間みな兄弟」（1960 年、監督；亀井文夫）から部落問題を読み解く 

3. 近代社会の成立と｢解放令」 

 被差別部落 

4. 国民の境界―被差別部落／アイヌ／沖縄 

5. 発見される被差別部落―地方改良運動と被差別部落 

 植民地、「新しい女」、隔離と囲い込み 

6. 帝国のなかの差別と「平等」 

 立ち上がるマイノリティ…全国水平社の成立 

7. 米騒動／人種平等 

 アジア・太平洋戦争の開始と棄民 

8. 自力解放運動の成立 

9. アジア・太平洋戦争と動員される差別（３） 

 皇民化政策、棄民と「捨て石」 

10. 映画「橋のない川 第 1 部」（1969 年、監督；今井正）から明治後期―大正期の部落問題を読み解く（１） 

11. 映画「橋のない川 第 1 部」（1969 年、監督；今井正）から明治後期―大正期の部落問題を読み解く（２） 

12. 弾き直される境界―帝国の解体 

13. 市民への包摂と排除 

14. 「人権」の時代／今 

 

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

予め指示した資料等を読み，学習してのぞむこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(70%)/授業内で実施する数回の小テスト(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 黒川みどり、2011、『描かれた被差別部落』、岩波書店 

2. 黒川みどり、2011、『近代部落史』、平凡社新書 

3. 黒川みどり、2016、『入門被差別部落の歴史』、解放出版社 

4. 黒川みどり、2016、『創られた「人種」―人種主義と部落差別』、有志舎 

 

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

 

 

  



 - 324 - 

■FB909 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

近代日本社会と人権 

(Modern Japanese society and human rights) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
日本外交と人権 

担当者名 

（Instructor） 
猿田 佐世(SARUTA SAYO) 

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） 

2011 年度以前 1 年次入学者対象科目 

立教科目・人権 

 

授業の目標（Course Objectives） 

日本外交の中で生じてきた人権問題、日本外交が解決しようとしてきた人権問題など、「外交」が実際に生活する人々の「人権」

にどのように関係してきたのかを学び、社会の一員として自分自身が各問題にいかに関わっていけるのか考える。 

 

授業の内容（Course Contents） 

日本外交のために生じてきた人権問題、あるいは、日本外交が解決をしようとしてきた人権問題などを広く概観する。そのうえ

で、なぜその問題が生じたか、解決にはどのような方策がとられるべきなのか、これまでに各国政府や国際機関、市民社会が解

決のためにどのような努力を払ってきたのか、今後どのような方法がとられうるのか、等について検討する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 日本外交と人権 総論 

2. 沖縄（１）：歴史・基地の現状 

3. 沖縄（２）：地位協定 

4. 沖縄（３）：沖縄と外交 

5. 日韓関係 

6. 日中関係 

7. 在日外国人問題 

8. 難民問題 

9. 原発・原子力エネルギー 

10. 核兵器 

11. 開発援助 

12. 国際人権システム 

13. マルチトラック外交（NGO・民間外交） 

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関する指示は、必要に応じて別途行う。現在、日本社会や世界で起きている出来事に注目しながら授業を

進めるので、講師が指定するものも含め、授業に関連する新聞記事などを読んでくることが望ましい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(70%)/出席兼コメントペーパーの内容(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 猿田佐世、2016、『新しい日米外交を切り拓く』、集英社 (ISBN:4420310766) 

 

参考文献（Readings） 

1. 芹田健太郎・薬師寺公夫・坂元茂樹、2017、『ブリッジブック国際人権法 (第 2 版)』、信山社 (ISBN:9784797223583) 

2. 島袋純・阿部浩己、2015、『沖縄が問う日本の安全保障』、岩波書店 (ISBN:9784000287548) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FB990 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

社会調査入門 

(Introduction to the social survey) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
調査設計と実施の方法 

担当者名 

（Instructor） 
朝岡 誠(ASAOKA MAKOTO) 

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） 
CMP2220 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

・オンデマンド授業 

・大学院所属学生対象科目 

・学部所属学生履修不可 

 

授業の目標（Course Objectives） 

社会調査の意義と諸類型に関する基本的事項を理解し，資料やデータの収集から分析までの諸過程に関する基礎的な事項に

ついて概説する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

社会調査の目的や方法論について概説しつつ，量的調査と質的調査，統計的調査と事例研究法などの類型についても整理し，

社会調査史や調査の種類と実例あわせて調査倫理について学ぶ。調査票調査やフィールドワークなど，データの収集から分析

までの諸過程に関する基礎的な事項についても概説する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 社会調査の目的  

2. 社会調査の諸方法 

3. 社会調査の歴史 欧米 

4. 社会調査の歴史 日本 

5. 標本抽出の方法 

6. 量的調査の種類と方法 

7. 質問紙調査の調査プロセス（１） 

8. 質問紙調査の調査プロセス（２） 

9. 質問紙調査の調査プロセス（３） 

10. 質的調査の概要と種類 

11. 自由面接法の種類と方法 

12. 自由面接法の調査プロセス（１） 

13. 自由面接法の調査プロセス（２） 

14. 観察法・ドキュメント分析の調査プロセス 

15. 調査倫理と社会調査の諸問題 

 

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関する指示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)(55%)/コース教材内の練習問題(15%)/課題提出(30%) 

筆記試験は定期試験期間に実施する。なお、2 つのレポート課題提出を筆記試験被採点資格とする。 

 

テキスト（Textbooks） 

オンラインで提示する内容がテキストに相当する。 

 

参考文献（Readings） 

コース教材内で適宜指定する場合がある。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

履修許可者は，4 月 10 日（火）～4 月 30 日（月）までに Blackboardにログインして具体的な授業の受講方法について必ずその

内容を確認すること。※2 度のスクーリングに出席することが望ましい。 

 

 池袋［第 1 回］5 月 10 日(木)［第 2 回］7 月 5 日(木) 

 新座［第 1 回］5 月 9 日(水)［第 2 回］7 月 4 日(水) 

昼休みを予定。場所など詳細については webページに掲載する。 
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注意事項（Notice） 
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■FB991 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

社会調査の技法 

(Social Survey Methodology) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
調査設計と実施の方法 

担当者名 

（Instructor） 
朝岡 誠(ASAOKA MAKOTO) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMP2220 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

・オンデマンド授業 

・大学院所属学生対象科目 

・学部所属学生履修不可 

 

授業の目標（Course Objectives） 

社会調査の技法的な側面に注目し，調査の企画・設計からデータの収集と整理に関する具体的な方法について解説する。社会

調査、特にアンケート調査を企画・実施し、対象の問題の概要を明らかにするスキルの習得を目指す。 

 

授業の内容（Course Contents） 

10 回分を量的調査，5 回分を質的調査法のデータ収集法にあてる。量的調査に関しては，調査の企画・設計から，標本抽出や

調査票の作成，実査の方法， データ作成や分析の考え方などを扱う。質的調査に関しては，調査の企画から，フィールドノート

の作成など収集データの整理の技法までを扱う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 社会調査とは何か 

2. 調査の企画と設計 

3. 調査方法を選ぶ 

4. 標本設計の方法 

5. 標本調査の実際 

6. 調査票を作る 

7. 質問文の作り方 

8. 選択肢の作り方 

9. 調査の実施 

10. データの作成と集計・分析 

11. 質的調査の概説 

12. フィールドワーク 

13. インタビュー 

14. 参与観察 

15. 論文・報告書の作成 

 

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関する指示は、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)(55%)/コース教材内の練習問題(15%)/課題提出(30%) 

筆記試験は定期試験期間に実施する。なお、2 つのレポート課題提出を筆記試験被採点資格とする。 

 

テキスト（Textbooks） 

オンラインで提示する内容がテキストに相当する。 

 

参考文献（Readings） 

コース教材内で適宜指定する場合がある。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

履修許可者は，9 月 19 日（水）～9 月 30 日（日）までに Blackboardにログインして具体的な授業の受講方法について必ずその

内容を確認すること。 

 

※2 度のスクーリングに出席することが望ましい。 

 

池袋［第 1 回］10 月 18 日（木） 

   ［第 2 回］12 月 13 日（木） 
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新座［第 1 回］10 月 19 日（金） 

   ［第 2 回］12 月 14 日（金） 

昼休みを予定。場所等詳細は webページに掲載する。 

 

注意事項（Notice） 
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■FB992 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

データ分析入門 

(Introduction to the Statistics:Descriptive Statistics) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
社会を読みとく方法を学ぶ 

担当者名 

（Instructor） 
山口 誠一(YAMAGUCHI SEIICHI) 

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） 
CMP2220 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

・オンデマンド授業 

・大学院所属学生対象科目 

・学部所属学生履修不可 

 

授業の目標（Course Objectives） 

社会調査データの分析の基本的な知識を修得し，データの記述や簡単な二変数の関連を分析し，結果を適切に整理できるよう

になる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

度数分布表，グラフの作成，代表値，分散，変動係数，ジニ係数などの記述統計量，因果関係と相関関係，クロス集計，回帰分

析，簡単な時系列データの分析などを扱う。統計的資料の整理と提示法についても学ぶ。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 統計を学ぶ（統計学を学ぶ意味・統計的推論・統計による課題解決） 

2. 変数の性質とデータ分析の方法（変数の測定される尺度・変数の性質とデータ分析法） 

3. 度数分布表とヒストグラム（度数分布表・ヒストグラム） 

4. さまざまなグラフ（様々なグラフと不適切なグラフ） 

5. ばらつきを読み取る（分布・分布の形状） 

6. 代表値を学ぶ（代表値・平均値・最頻値・中央値） 

7. 散らばりの度合いを数値化する（分布の特徴を数値で表す・データの散らばりをあらわす指標・箱ヒゲ図） 

8. 異なる分布を比較する（変数の標準化・変動係数・ローレンツ曲線とジニ係数） 

9. 2 つの変数の関連（2 つの変数間の関係） 

10. クロス表による集計・分析（クロス表・クロス表の解釈の仕方） 

11. 質的変数における関連の指標（比率の差・オッズ比・ファイ係数・カイ二乗値） 

12. 量的変数における関連の指標（散布図・共分散・相関係数） 

13. 回帰分析（回帰分析・重回帰分析） 

14. 擬似相関と変数の統制：3 重クロス表と偏相関係数（擬似相関の要因を探る・擬似相関を明らかにする指標） 

15. 時系列データの分析 

 

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関する指示は、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)(55%)/コース教材内の練習問題(15%)/課題提出(30%) 

筆記試験は定期試験期間に実施する。 

 

テキスト（Textbooks） 

オンラインで提示する内容がテキストに相当する。 

 

参考文献（Readings） 

コース教材内で適宜指定する場合がある。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

履修許可者は，授業 1 週目には Blackboardにログインして具体的な授業の受講方法について必ずその内容を確認すること。 

 

※2 度のスクーリングの機会がある。 

池袋［第 1 回］ 5 月  8 日(火)［第 2 回］ 7 月 3 日(火) 

新座［第 1 回］ 5 月 11 日(金)［第 2 回］ 7 月 6 日(金) 

昼休みを予定。詳細は webページに掲載する。 

 

注意事項（Notice） 
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■FB993 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

データの科学 

(Introduction to the Statistics:Statistics Inferences) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
社会を読み解く方法を学ぶ 

担当者名 

（Instructor） 
山口 誠一(YAMAGUCHI SEIICHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMP2220 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

・オンデマンド授業 

・大学院所属学生対象科目 

・学部所属学生履修不可 

 

授業の目標（Course Objectives） 

社会について考え，課題を解決する道具として社会調査データ分析を位置づけ，データを用いて推論や仮説を検証するための手

法を体得する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

統計的データの集計・分析に必要な，基礎的な統計知識について学ぶ。記述統計学と推測統計学のうち，主に推測統計学に重

点を置いたカリキュラムを展開する。確率論に基づいた推測統計学の基本的な考え方を身につけ，平均値や中央値，最頻値や

分散，標準偏差といった基本統計量，共分散や相関係数といった変数間の関連性の強さを表す指標，クロス表の関連指標と独

立性についてのカイ二乗検定，単回帰分析，偏相関係数と交絡変数の統制，重回帰分析などについて学ぶ。また，t検定や分散

分析といった検定論についても学習する。統計学の応用的な内容を学習し，1 変量，2 変量を扱った分析手法から，多変量解析

の入り口となる 3 変数を扱った分析手法についても一部学習する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 記述統計学と推測統計学（統計学とは何か・調査と実験・無作為抽出の重要性） 

2. 無作為抽出と標本誤差（母集団と標本・標本抽出法・標本誤差と標本分布） 

3. 確率と確率分布（事象と集合・確率・確率変数と確率分布・条件付き確率とベイズの定理・様々な確率分布） 

4. 標本分布と中心極限定理（標本誤差と確率分布・標本統計量と標本分布・中心極限定理） 

5. 統計的推定の概要（統計的推測・点推定と区間推定） 

6. 統計的推定：平均値の推定 

7. 比率の推定 

8. 統計的検定（基本的な考え方と手続き・統計的検定とその必要性・統計的検定における 2 種類の過誤） 

9. 統計的検定を行うときの注意（両側検定と片側検定・統計的検定の意味） 

10. 2 つの平均値差の検定（2 つの平均値の差の検定・t検定） 

11. 3 つ以上の平均値の差の検定（複数の集団を比較する・分散分析） 

12. カイ二乗検定（クロス表・カイ二乗検定・適合度検定） 

13. 三重クロス表の分析（変数間の関連・代表的な第三の要因） 

14. 相関と回帰（量的変数における関連を探る・回帰分析・重回帰分析） 

15. 因果への挑戦：原因と結果の関係を明らかにするために 

 

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関する指示は、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)(55%)/コース教材内の練習問題(15%)/課題提出(30%) 

筆記試験は定期試験期間に実施する。 

 

テキスト（Textbooks） 

オンラインで提示する内容がテキストに相当する。 

 

参考文献（Readings） 

コース教材内で適宜指定する場合がある。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

履修許可者は，9 月 20 日（火）～24 日（土）に Blackboardにログインして具体的な授業の受講方法について必ずその内容を確

認すること。 

 

※2 度のスクーリングの機会がある。 
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池袋［第 1 回］  10 月 23 日（火）  ［第 2 回］ 12 月 4 日（火） 

新座［第 1 回］  10 月 26 日（金）  ［第 2 回］ 12 月 7 日（金） 

昼休みを予定。詳細は webページに掲載する。 

 

注意事項（Notice） 
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■FB994 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

多変量解析入門 

(Introduction to Multivariate Analysis) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
多変量解析入門 

担当者名 

（Instructor） 
濱本 真一(HAMAMOTO SHINICHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMP2220 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

・オンデマンド授業 

・大学院所属学生対象科目 

・学部所属学生履修不可 

 

授業の目標（Course Objectives） 

データに潜む重要な情報を明らかにする方法として多変量解析を位置づけ，基本的な考え方，代表的な手法，および社会におけ

る活用法を理解する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

多変量解析の基本的な考え方と代表的な手法を習得する。特に，(1)予測・要因探求のための手法および(2)複雑な情報をまとめ

分類するための手法について解説を行う。さらに、統計解析言語 Rを用いた分析演習を通じて、これらの手法の活用事例や役割

を理解する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 多変量解析とは何か？ 

2. 記述統計学と推測統計学の復習 

3. 相関係数と偏相関係数 

4. 重回帰分析(1)：単回帰分析から重回帰分析へ 

5. 重回帰分析(2)：重回帰分析の考え方 

6. 重回帰分析(3)：ダミー変数と回帰分析の注意点 

7. 二項ロジスティック回帰分析 

8. 二元配置分散分析 

9. 三重クロス集計表の分析 

10. 因子分析(1)：因子分析の考え方 

11. 因子分析(2)：因子の回転と利用上の注意 

12. 主成分分析 

13. クラスター分析 

14. 構造方程式モデリング 

15. 多変量解析のまとめ 

 

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

資料や関連書籍を読み、不明な点がないか確認すること。学習した統計量の計算手順を復習し、その性質についての理解を定

着させること。動画の内容は『多変量解析』という広大な海へのほんの入り口であり、説明しきれていない豊かな統計理論や応用

例が存在する。動画で満足することなく、内容に関して疑問や論点を自分なりに整理していくことが、理解を深めることにつなが

る。 

学習時間は 1 回の授業あたり、動画視聴を含めて 240 分程度が目安である。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(60%)/課題提出(40%) 

筆記試験は定期試験期間に実施する。 

 

テキスト（Textbooks） 

オンラインで提示する内容がテキストに相当する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 山田剛史，杉澤武俊，村井潤一郎、2008、『Rによるやさしい統計学』、オーム社 

2. 村井潤一郎、2015、『初めての R――ごく初歩の操作から統計解析の導入まで』、北大路書房 

3. 中村永友、2010、『Rで学ぶデータサイエンス 2 多次元データ解析法』、共立出版 

4. Fox, John, and Sanford Weisberg. 2011 (2nd ed.). An R Companion to Applied Regression. SAGE 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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本科目は社会調査協会の定める社会調査士指定項目 E科目「多変量解析の方法に関する科目」に該当する。その性質上、同

C 科目 D 科目の内容である基礎統計学の知識を前提とする。知識の習得が不安なものは、各自復習をしておくこと。 

履修許可者は，あらかじめ Blackboard にログインして具体的な授業の受講方法について必ずその内容を確認すること。 

学期に 2 回のスクーリングを実施する。解析言語 Rの利用方法を解説する機会はこれしかないので、出席を推奨する。 

 

池袋キャンパス 

［第 1 回］10 月 25 日（木）［第 2回］12 月 19 日（水） 

 

新座キャンパス 

［第 1 回］10 月 23 日（火）［第 2回］12 月 18 日（火） 

 

昼休みを予定。詳細は webページに掲載する。 

 

注意事項（Notice） 
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■FB996 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 
Introduction to Statistics 1 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Descriptive Statistics 

担当者名 

（Instructor） 

山口 和範(YAMAGUCHI KAZUNORI) 

ドイ ジミー(DOI,JIMMY) 

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） 
CMP2221 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 

・オンデマンド授業 

・大学院所属学生対象科目 

・学部所属学生履修不可 

・TOEIC®550 点相当以上の英語力を有していることを前提に授業を実施する 

 

授業の目標（Course Objectives） 

This class is an introductory course that assumes no prior knowledge of statistics. Basic statistical concepts and methods are 

presented in a manner that emphasizes understanding the principles of data collection and analysis rather than theory. Much of 

the course will be devoted to discussions of how statistics is commonly used in the real world. The primary goal of the course is 

to help students understand how the process of problem solving using data, collecting data relevant to that problem, analyzing 

data, and interpreting data can help them find answers to real problems from their world. 

 

授業の内容（Course Contents） 

The following contents will be studied; frequency table, making statistical graphs, basic statistics as mean and variance, 

correlation and causation, analysis of variance and so on.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Role of statistics 

2. Data collection and Variables 

3. Frequency table and histogram 

4. Statistical Graphs 

5. Distributions 

6. Mean, mode and median 

7. Variance 

8. Comparison of distributions 

9. Relationship between two variables 

10. Cross tables 

11. Association between categorical variables 

12. Correation and scatter plot 

13. Regression analysis 

14. Cofounding 

15. Time series 

 

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

Assignments will be provided at each class. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(55%)/最終レポート(Final Report)(30%)/Assignments(15%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

This class is e-learing course on the Blackboard.  

 

注意事項（Notice） 
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■FB997 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 
Introduction to Statistics 2 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Statistical Inference 

担当者名 

（Instructor） 

山口 和範(YAMAGUCHI KAZUNORI) 

ドイ ジミー(DOI,JIMMY) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMP2221 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 

・オンデマンド授業 

・大学院所属学生対象科目 

・学部所属学生履修不可 

・TOEIC®550 点相当以上の英語力を有していることを前提に授業を実施する 

 

授業の目標（Course Objectives） 

This class is an introductory course that assumes no prior knowledge of statistics. Basic statistical concepts and methods are 

presented in a manner that emphasizes understanding the principles of data collection and analysis rather than theory. Much of 

the course will be devoted to discussions of how statistics is commonly used in the real world. The primary goal of the course is 

to help students understand how the process of problem solving using data, collecting data relevant to that problem, analyzing 

data, and interpreting data can help them find answers to real problems from their world. 

 

授業の内容（Course Contents） 

The folowing contents will be studied; Basics of statistical inference, population and sample, estiamtion, statisticla test and so 

on.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Role of Statistics 

2. Random Sample and Sampling Error 

3. Probability and Distributions 

4. Sampling distribution and the Central limit Theorem 

5. Statistical Estimation 1: Introduction 

6. Statistical Estimation 2 ; Estimation of means 

7. Statistical Estimation 3 ; Estimation of proportions 

8. Hypothesis Test 1 : Introduction 

9. Hypothesis Test 2 : Hypothesis and two types of errors 

10. Hypothesis Test 3 : Difference of means 

11. Analysis of Variance 

12.  Chi-squared Test 

13. Analysis of Multiway Table 

14. Correlation and Regression 

15. Approach to Causation 

 

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

Assignments will be provided at each class. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(55%)/最終レポート(Final Report)(30%)/Assignment(15%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

This class is e-learning course on the Blackboard. 

 

注意事項（Notice） 

 

 



 - 336 - 

■FC001 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

文学への扉                       新座 

(Door to Literature) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
アメリカ文学―その特徴と展開 

担当者名 

（Instructor） 
藤村 希(FUJIMURA NOZOMI) 

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） 
CMP2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2016 年度以降 1 年次入学者対象 

 

授業の目標（Course Objectives） 

アメリカの代表的な作家の作品を読み、アメリカ文学の特徴と展開について学び考察します。 

 

授業の内容（Course Contents） 

19 世紀から現代にいたるアメリカの代表的な作家の作品を、その歴史的背景と対照させながら毎週 1 作品ずつ読みます。教員

による講義が中心となりますが、授業の進め方は受講者の人数に応じて調整します。受講者は、毎回の授業で各自の予習と講

義をもとにレスポンス・ペーパーを提出するとともに、授業で取り上げる作品について、自らの考察を論理的に展開するレポート

（読書感想文ではない）を初回の授業で配布する授業計画表に従って提出することになります。最終テスト（持ち込み不可）では、

講義に関する記述・論述形式の問題が出題されます。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業内容の説明とアメリカ文学の概説 

2. Nathaniel Hawthorne, “Wakefield” 

3. Edgar Allan Poe, “The Facts in the Case of M. Valdemar” 

4. Herman Melville, “Bartleby, the Scrivener”  

5. Sarah Orne Jewett, “William's Wedding” 

6. Jack London, “To Build a Fire”  

7. Edith Wharton, “Roman Fever” 

8. Ernest Hemingway, “The End of Something” 

9. William Faulkner, “That Evening Sun” 

10. James Baldwin, “Sonny's Blues” 

11. Bernard Malamud, “My Son the Murderer” 

12. Raymond Carver, “Chef's House” 

13. Jhumpa Lahiri, “The Third and Final Continent” 

14. 学期の振り返りと総括 

 

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

各回とも、取り上げる作品を翻訳で読んだうえで授業に出席してください。授業では、作品の英語原文を引用した資料を配布しま

す。授業の復習として、資料掲載の作品原文を、翻訳と照らし合わせながら辞書を引き自ら読むことを求めます。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度とレスポンス・ペーパーの内容(30%)/レポート(40%)/最終テスト(Final Test)(30%) 

欠席が 3 回を超えた場合や 2本のレポートが提出されない場合は、単位取得は不可となります。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 平石貴樹、2016、『アメリカ短編ベスト 10』、松柏社 

2. ジュンパ・ラヒリ（小川高義訳）、2003、『停電の夜に』、新潮文庫 

テキストに収録されていない作品はコピーを配布します。 

 

参考文献（Readings） 

1. 戸田山和久、2012、『新版 論文の教室 レポートから卒論まで』、NHKブックス 

授業で求められるレポート作成の準備として、参考図書『新版 論文の教室 レポートから卒論まで』を授業開始までに一読して

おくことを強く勧めます。その他の参考資料は、必要に応じて授業中に指示します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FC002 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

表象文化                        新座 

(Culture and Representation) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
江戸歌舞伎と宣伝・曽我ものを中心に 

担当者名 

（Instructor） 
ビュールク(BJOERK,TOVE JOHANNA) 

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） 
CMP2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

近世（江戸時代）の歌舞伎興行と演出方法を通し、当時の社会の文化表現としての「演劇」を考察する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

江戸時代に初演された歌舞伎の代表的作品の読み解きについて講義する。また、演劇の理解を深めるために、観劇し、観劇レ

ポートにまとめる。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 「表象文化」としての「演劇」とは？ 

2. 日本の演劇史 I—古代から中世まで 

3. 日本の演劇史 II—近世の大衆演劇 

4. 商業演劇としての歌舞伎と歌舞伎劇場の発展 

5. 歌舞伎の人々 

6. 歌舞伎の観客 

7. 歌舞伎の種類 

8. 歌舞伎役者の生き方 

9. 身体表現としての歌舞伎—やつしと見立て物売りの芸 

10. 歴史の演出—『曾我物語』と「曾我もの」 

11. 「曽我対面」の種々層 

12. 「外郎売り」の種々層 

13. 「助六所縁江戸桜」I—宣伝の演技 

14. 「助六所縁江戸桜」II—曾我物語の趣向 

 

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

配布資料および Blackboardでの資料を拝読すること、歌舞伎劇場で観劇すること 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(42%)/観劇レポート(30%)/リアクションペーパ—および質問・解答(28%) 

学期中に各自歌舞伎の上演を見に行き、観劇レポート提出しなければならない。 

 

テキスト（Textbooks） 

毎回ハンドアウト・資料を配付する。 

 

参考文献（Readings） 

授業期間中に指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FC003 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

美術の歴史                       新座 

(History of Art) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
西洋美術史入門：古代ギリシア・ローマ美術から 20 世紀初頭の芸術運動まで 

担当者名 

（Instructor） 
井口 俊(IGUCHI SHUN) 

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） 
CMP2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

西洋美術史の大まかな流れを把握し、各時代、様式、芸術運動ごとの特徴を理解する。また、美術作品が制作される背景に同時

代の政治や社会、文化的な状況があることにも目を向けながら、特に注目すべき芸術家、作品について学ぶ。授業を通じて得ら

れた知見が、受講者の将来の鑑賞体験をより豊かなものとすることを目指している。 

 

授業の内容（Course Contents） 

古代ギリシア・ローマ時代の美術から、20 世紀初頭に展開された芸術運動までの西洋美術史を概観する。授業は通史として進

んでゆくが、他の時代、地域の作品との比較検討を行うことで、西洋美術において重要なテーマについても考察を加える。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンスおよび古代ギリシア・ローマ美術：美術史学とはいかなる学問領域か 

2. ロマネスク、ゴシック美術 

3. ルネサンスⅠ：初期イタリア・ルネサンス 

4. ルネサンスⅡ：盛期イタリア・ルネサンス 

5. ルネサンスⅢ：北方ルネサンス 

6. バロックⅠ：イタリア、オランダのバロック 

7. バロックⅡ：スペインのバロック 

8. ロココ、新古典主義 

9. アカデミスム、ロマン主義 

10. レアリスム 

11. 印象派 

12. ポスト印象派、新印象派 

13. 象徴主義、ナビ派、世紀末芸術 

14. フォーヴィスム、キュビスム 

 

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

作品理解を深めるため、毎回の授業で提示する作品およびその関連作を実際に鑑賞出来るよう、「その他」の欄にあるウェブサ

イト等を活用し、美術館、展覧会に積極的に足を運ぶことを推奨する。また、授業期間中に開催される特別展に関しては、授業内

でも随時紹介する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業内で毎回プリントを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 高階秀爾、三浦篤、1997、『西洋美術史ハンドブック』、新書館 (ISBN:4403250246) 

2. 小佐野重利、小池寿子、三浦篤編集、2016-2017、『西洋美術の歴史 全８巻』、中央公論新社 

その他の参考文献は適宜授業内で紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

以下のウェブサイトが展覧会情報を得るのに有用である。 

art commons : http://ac.nact.jp/ 

TOKYO ART BEAT : http://www.tokyoartbeat.com/ 

artscape : http://artscape.jp/index.html 

 

注意事項（Notice） 
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■FC004 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

美術と社会                       新座 

(Art and Society) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 

オランダ美術を辿る：中世から現代まで 

ヒエロニムス・ボス、レンブランからエッシャーまで 

担当者名 

（Instructor） 
熊澤 弘(KUMAZAWA HIROSHI) 

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） 
CMP2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

｢オランダ美術｣ という一つのテーマを､美術史のみならず、多層的な文化史的視点から考察することにより､ 特定の研究対象に

対して多様な視点を持ちうることを理解する。  

 

授業の内容（Course Contents） 

オランダの絵画芸術は、１７世紀において ｢黄金の世紀｣ と呼ばれるほどの発展をみせ、ヨーロッパ全土に大きな影響を与えた｡

オランダの芸術は、デザインや建築領域でも大きな影響力を持っている。この講義では､中世から２０世紀までのオランダ美術を

同時代のヨーロッパ芸術と比較検討を行う｡  具体的には、15－16 世紀のヒエロニムス・ボスを端緒とし、17 世紀のレンブラント、

近代のファン・ゴッホ、モンドリアン、そして 20 世紀の版画家として知られる M．C．エッシャーまでを射程とする。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション：講義の趣旨説明  

2. ｢オランダ美術｣を定義する① 過去の芸術との比較  

3. 「オランダ美術」を定義する② 同時代芸術全般との比較 

4. 「17 世紀オランダ美術」前史：ヒエロニムス・ボスからピーテル・ブリューゲルへ 

5. 17 世紀オランダ美術① 宗教と造形芸術の相関関係 

6. 17 世紀オランダ美術② 経済発展と市民社会の展開の中で  

7. 17 世紀オランダ美術③ レンブラントとその時代 A：絵画／版画の文脈から 

8. 17 世紀オランダ美術④ レンブラントとその時代 B：博物学的コレクションの展開   

9. 17 世紀オランダ美術⑤ レンブラントとその時代 C：後代への影響を辿る 

10. 近代芸術とオランダ芸術① 18～19 世紀 

11. 近代芸術とオランダ芸術② ハーグ派、印象派、ポスト印象派   

12. 近代芸術とオランダ芸術③ ゴッホ、モンドリアンと 20 世紀芸術 

13. 20 世紀のオランダ芸術② 二つの大戦のはざで。エッシャーと同時代の版画／広告芸術 

14. 講義のまとめ 

 

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

・授業内で指示する美術館・博物館の展覧会を見学すること。 

・授業やソーシャルメディア上で指示するオランダ美術に関する最新情報を読むこと。 

・授業では、オランダ美術以外の領域に関しても学ぶ必要があるため、授業内で紹介される情報は目を通すこと。 

最終レポート(Final Report)(40%) 、課題等提出物の達成度(30%) 、授業への参加度(30%) 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/課題等提出物の達成度(30%)/授業への参加度(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 熊澤弘、2011、『レンブラント 光と影のリアリティ―』、角川書店 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

・授業では、スライド画像を提示しながらの説明が多いため、授業記録を丁寧にとることが求められる。 

・多くの受講生にとって初めての固有名詞が登場するため、授業後、それらの固有名詞を自ら調べることが求められる。 

・授業の中で、学外に出て展覧会見学を行う可能性がある。日程などについては、授業開始後に調整する。 

・連絡用 twitter account: @DAH_rikkyo2013 

 

注意事項（Notice） 
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■FC005 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

音楽の歴史                       新座 

(History of Music) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
眼差しの中の音楽ー19 世紀音楽小史ー 

担当者名 

（Instructor） 
長屋 晃一(NAGAYA KOICHI) 

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） 
CMP2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

市民社会が整えられ、現代の私たちの社会の「欲望」のコードが揃えられていく 19 世紀。その中で「音楽」が果たした役割、求め

られた役割を読み解いていき、現代の私たちとのつながりを探ります。 

 

授業の内容（Course Contents） 

この講義は、「歴史」ではありますが、必ずしも年代順に行いませんので、受講生に高校程度の世界史の知識があることをふまえ

て進めます。もちろん、必要に応じて歴史的背景は説明します。 

 

ヨーロッパ文化を扱いますが、語学の専門的な知識は必要ありません。必要に応じて楽譜を用いますが、楽譜が読めない方にも

留意してお話しします。 

 

知識を覚えてもらう、というよりも、文化現象・作品に対する考え方や捉え方に重点を置いた講義です。19 世紀にとどまらず、現

代のマンガやアニメ、映画、MV、AI等の文化現象に話を向け、間接的にせよ、私たちとの文化とのつながりを考察していきます。 

 

そのため、積極的に自分で調べ（検索すれば基本的なことはわかります）、自分ならどう考えるか、という自主性を求めます。 

 

文化について考えることは、自分自身を知ることにつながります。みなさんの積極的な受講を期待します。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オペラを観に行くボヴァリー夫妻ー音楽は「わかる／わからない」？ 

2. 旅の先の音楽−トルコ、エジプト、中央アジア 

3. 神秘のアジア−中国、日本 

4. 放浪の民の音楽−ロマと西洋音楽 

5. 笑いの王国−オペレッタとイタリア喜劇 

6. 恐怖の悦楽−ゴシック・ロマン、グラン・ギニョール、音楽劇 

7. 幽霊たちの競演−光学魔術とオペラ 

8. オブジェたちの夜−あやつり人形とバレエ 

9. 夜を歩く詩人−ドイツ・リートとロマン主義文学 

10. ノスタルジーとナショナリズム−民謡・民話の「発見」 

11. 蘇る過去−再発見される音楽遺産 

12. 作曲家黄金伝説ー国家のモニュメントとしての作曲家 

13. 踊る都市−万国博覧会と音楽 

14. 機械と音楽−電気、録音、電子音楽 

 

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

特にはありません。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/コメントペーパーの内容(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. U.ミヒェルス／角倉一朗、1989、『図解音楽事典』、白水社 

講義に際し用いた参考文献はその都度、提示します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■FC006 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

音楽と社会                       新座 

(Music and Society) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
社会の鏡としてのドイツ・オペラ 

担当者名 

（Instructor） 
大津 聡(OTSU SATOSHI) 

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） 
CMP2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

ドイツ語圏のオペラ作品を、時代に沿って個別に取り上げ、多角的に検証することを通して、音楽と社会やイデオロギーとの関係

を学ぶ。 

 

授業の内容（Course Contents） 

芸術作品は、本来それらを生み出した社会と切り離すことは出来ない。とりわけ、テキストを持つオペラでは、それを取り巻く社会

との関係は顕著である。本授業では、各々の社会とそのイデオロギーという観点から作品を抽出し、それらの成立事情、上演や

後世の受容など多様な視点からアプローチし、音楽と社会についての理解を深めていく。また、可能な限り視聴覚資料を利用す

る。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス/ドイツ・オペラとは何か？ 

2. モーツァルト《後宮からの逃走》：ドイツ語ジングシュピールとヨーゼフ主義 

3. モーツァルト《ドン・ジョヴァンニ》1：ドランマ・ジョコーゾ（諧謔劇）とは何か？ 

4. モーツァルト《ドン・ジョヴァンニ》2：フランス革命前夜の物語 

5. モーツァルト《魔笛》1：オペラ興行の多様化と魔法のオペラの成立 

6. モーツァルト《魔笛》2：フリーメーソン思想からドイツ的美徳まで 

7. ベートーヴェン《フィデリオ》：フランス革命と「救出オペラ」 

8. ヴァーグナー《ニュルンベルクのマイスタージンガー》：普仏戦争と統一ドイツの実現から国粋主義へ 

9. ヴァーグナー《パルジファル》：「救済」の希求 

10. フンパーディンク《ヘンゼルとグレーテル》：オペラにおける脱神話と「メルヘン」 

11. R. シュトラウス《サロメ》1：市民社会的モラル観の崩壊 

12. R. シュトラウス《サロメ》2：「サロメ・シンドローム」 

13. R. シュトラウス《ばらの騎士》1：古典への回帰 

14. R. シュトラウス《ばらの騎士》2：「大破局」とヨーロッパ落日の予感 

 

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

対象が規模の大きなオペラ作品であるため、授業内での鑑賞は、時に極めて限定的になることは避けられない。授業で扱う作品

全てについて、授業時間外に全編鑑賞することを求めるものではないが、可能な限り作品に触れる機会、時間を持つことを期待

する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/授業中の提出物（リアクションペーパー）(40%) 

なお、4 分の 3 以上の出席をしていない場合は、成績評価の対象としない。 

 

テキスト（Textbooks） 

テキストは指定しない。必要に応じてプリントを配布。 

 

参考文献（Readings） 

授業時に、随時紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

本授業では、Blackboardを活用する。 

 

注意事項（Notice） 
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■FC007 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

美術論演習                       新座 

(Seminar:Art Theory) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
美術作品における意味：図像学・図像解釈学入門 

担当者名 

（Instructor） 
黒岩 三恵(KUROIWA MIE) 

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） 
CMP2350 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

西洋美術の伝統の根幹の一つを構成する図像学・図像解釈学について、履修者による作品の分析を通じて学ぶ。 

 

授業の内容（Course Contents） 

発表者は、あらかじめ用意した作品リストで選択して貰った作品について、パノフスキーの方法を基礎として作品の分析と解釈を

行う。リアクションペーパーでは、発表を基礎に与えられた課題について各自の考えを述べる。作品は、西洋美術を対象とする。

前半では、中世からバロック期の作品を通じて図像学の方法を習得する。後半では、美術の近代化と図像学との関係について、

19 世紀から 20 世紀の作品を扱うことで考える予定である。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス（作品リスト配布・発表者決定） 

2. 小エッセイ：図像学の基礎 

3. 発表・リアクションペーパー 

4. 発表・リアクションペーパー 

5. 発表・リアクションペーパー 

6. 応用：小エッセイ（提示作品の分析と解釈） 

7. 発表・リアクションペーパー 

8. 発表・リアクションペーパー 

9. 発表・リアクションペーパー 

10. 応用：小エッセイ（提示作品の分析と解釈） 

11. 発表・リアクションペーパー 

12. 発表・リアクションペーパー 

13. 発表・リアクションペーパー 

14. 応用：小エッセイ（提示作品の分析と解釈） 最終レポート提出 

 

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

発表者は、15～20 分程度のパワーポイントによるプレゼンテーションと、A3 判 1 ページ以上のレジュメを準備すること。 

授業時に取り扱った外国のものを含む美術作品データベースのウェブサイトは、各自使いこなし、内容が理解できるようにするこ

と。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(30%)/発表(30%)/小エッセイ(30%)/リアクションペーパー(10%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. ルーロフ・ファン・ストラーテン、2002、『イコノグラフィー入門』、ブリュッケ (ISBN:4434024094) 

2. 三浦 篤、2001、『まなざしのレッスン①西洋伝統絵画』、東京大学出版会 (ISBN:4130830309) 

3. 宮下 規久朗、2013、『モチーフで読む美術史 (ちくま文庫)』、筑摩書房 (ISBN:4480430768) 

4. 若桑 みどり、2012、『イメージの歴史 (ちくま学芸文庫)』、筑摩書房 (ISBN:4480094326) 

5. 千足 伸之、2008、『すぐわかる西洋絵画よみとき 66 のキーワード』、東京美術 (ISBN:4808708515) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FC008 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

音楽論演習                       新座 

(Seminar:Music Theory) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
民族音楽学入門 音楽を文化として理解する 

担当者名 

（Instructor） 
増野 亜子(MASHINO AKO) 

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） 
CMP2350 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

音楽を聴いたり演奏したりして楽しむだけではなく、文化として社会的な文脈の中で理解することを目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

テキストに基づく受講者の発表（受講生が多い場合はグループ発表）と個人によるミニ発表の二つの方法で進める。世界の多様

な音楽文化について学ぶと同時に、著作権・グローバル化・伝統保護政策・マイノリティ問題等さまざまな視点から音楽について

考察する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション、自己紹介、グループ分け、分担等 

2. 個人ミニ発表① 自分の関心のある音楽や楽器を紹介するミニ発表 

3. 個人ミニ発表② 自分の関心のある音楽や楽器を紹介するミニ発表 

4. 個人ミニ発表③ 自分の関心のある音楽や楽器を紹介するミニ発表 

5. テキスト「民族音楽学 12 の視点 11 章 グローバル化と著作権問題」に基づく個人（もしくはグループ）発表とディスカッショ

ン 

6. テキスト「民族音楽学 12 の視点 10 章 ローカルとグローバル」に基づく個人（もしくはグループ）発表とディスカッション 

7. テキスト「民族音楽学 12 の視点 9 章 越境・ディアスポラ」に基づく個人（もしくはグループ）発表とディスカッション 

8. 「民族音楽学 12 の視点 8 章 マイノリティ」に基づく個人（もしくはグループ）発表とディスカッション 

9. 「民族音楽学 12 の視点 7 章 無形文化財と韓国の伝統音楽」に基づく個人（もしくはグループ）発表とディスカッション 

10. 「民族音楽学 12 の視点 6 章 無形文化遺産としての音楽」に基づく個人（もしくはグループ）発表とディスカッション 

11. 「民族音楽学 12 の視点 5 章 伝統芸能の伝承」に基づく個人（もしくはグループ）発表とディスカッション 

12. 「民族音楽学 12 の視点 4 章 音・声・ことば」に基づく個人（もしくはグループ）発表とディスカッション 

13. 「民族音楽学 12 の視点 1 章 音楽と身体」に基づく個人（もしくはグループ）発表とディスカッション 

14. 総括討議 

 

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

受講生は A)ミニ発表と、B）テキストに基づく発表、の二つの発表の準備を授業時間内に行う必要がある。テキストをよく読み、必

要な音源や資料を探して、他の受講生に理解しやすいように提示すること。また配布資料を作る、パワーポイントを利用するなど

各自プレゼンテーションの方法に工夫する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/発表課題(30%)/ディスカッションへの積極的な参加(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 増野亜子編、2016、『民族音楽学 12 の視点』、音楽之友社 (ISBN:978-4-276-13510-9) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

注意事項 履修者は最初の授業の際にテキストを用意して持参すること。初回に分担を決めるため。またこの授業は受講生自身

の発表と議論によって構成するので、特に発表の担当者は無断欠席厳禁。責任をもって主体的に授業に取り組んでください。ま

た受講生の人数や発表の進行により、授業のスケジュールが変動することがある。 

 

注意事項（Notice） 
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■FC009 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

キリスト教美術                     新座 

(Christian Art) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
キリスト教美術の見方―基礎知識からより深い理解へ 

担当者名 

（Instructor） 
米倉 立子(YONEKURA RYUKO) 

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） 
CMP2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

キリスト教美術に関する知識は、西洋美術やキリスト教の世界観を理解するのに必要な大きな要素です。本授業では、キリスト

教美術の読解に必要な基本事項を押さえることから始め、主題やモティーフの意味が分かるようになるだけでなく、図像が作り出

される歴史的・社会的背景にも目を配って、図像の多様な機能や社会との関わりについて理解を深めることを目指します。 

 

授業の内容（Course Contents） 

普段美術館の展示室に個別的な「美術作品」として並べたかたちで図像を見ることが多い私たちですが、聖性を帯びた宗教的図

像が本来置かれていた状況ではどのように機能していたのか、その多様なあり方を探っていきましょう。 

作例を多数見ながら、キリスト教美術に頻出する主題やシンボリックなモティーフの意味を知って、図像読解の基礎知識を学ぶこ

とから始めます。また、偶像崇拝を禁じているユダヤ教を母胎として生まれたキリスト教と図像の関係がどのような変遷を辿った

か、歴史的側面にも目を向けます。 

人によっては、「美術」というと感覚的な印象や才能の有無などで鑑賞されたり、評価されたりして基準があいまいでわかりづらい

もの、あるいは現在の資産的評価で価値が決まりうるものと思っていたりするかもしれません。しかし、そのような捉え方だけでは

現在の私たちと異なる時代や地域の人々の感覚を理解できません。本授業では、作例がどのような社会の中で生まれ、どのよう

に捉えられていたのかに注目し、宗教的崇敬対象として、また多様なメッセージを発する視覚的情報メディアとしてのキリスト教美

術を考察していきます。 

 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス・シラバスの解説（授業内容・スケジュール・評価方法等についての説明・質疑)  

各自どのような美術作品やヴィジュアルイメージに関心があるかなど、アンケートに回答。 

2. キリストの生涯をめぐる主題－「幼児伝」「公生涯」「受難伝」 

3. 聖母マリアの生涯をめぐる主題－「マリアの幼児伝」「受胎告知」「聖母子像」「聖母被昇天」 

4. 旧約聖書に基づく主題  

5. アトリビュート、アレゴリー（寓意）、シンボル―図像読解のキーポイント 

6. キリスト教美術の草創期－古代ローマにおけるキリスト教と図像を取り巻く状況  

7. キリスト教と図像の折り合い―イコノクラスム 

8. 建築空間と図像の対応 1－ラヴェンナ 

9. 建築空間と図像の対応 2－ラヴェンナ 

10. 都市と聖人の結びつき 1－シエナ 

11. 都市と聖人の結びつき 2－シエナ 

12. 写される図像、移る聖性 1－ローマ 

13. 写される図像、移る聖性 2－エチオピア 

14. 写される図像、移る聖性 3－日本 

 

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

講義中の画像のみならず、展覧会や旅行などで実際に作品を見るという機会を積極的に持ってください。講義冒頭で、開催中の

展覧会紹介を行うので、それも参考にしてください。日本の美術館で見られる作品の割合において、キリスト教美術は多いとは言

えないかもしれませんが、実物を見ることで、画像等では伝わらない作品のサイズや質感を発見してみましょう。 

授業時に資料を配布するので、それらを参照して、授業の復習をすること。 

参考文献にも目を通してください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(80%)/随時行うコメントペーパーの提出(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 
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参考文献（Readings） 

1. E.H. ゴンブリッチ [著] ; 天野衛 [ほか] 翻訳、2011、『美術の物語』、ファイドン (ISBN:9784864410069) 

2. 青柳正規ほか、1999、『西洋美術館』、小学館 (ISBN:4096997056) 

3. 水野千依、2014、『キリストの顔：イメージ人類学序説」、筑摩書房 (ISBN:9784480016010) 

4. 池上俊一、2014、『公共善の彼方に : 後期中世シエナの社会』、名古屋大学出版会 (ISBN:9784815807658) 

5. 加藤磨珠枝, 益田朋幸、2016、『西洋美術の歴史 中世 I キリスト教美術の誕生とビザンティン世界』、中央公論新社 

(ISBN:9784124035926) 

6. 越 宏一、2016、『ラヴェンナのモザイク芸術』、中央公論美術出版 (ISBN:9784805507568) 

7. 中島公子、2004、『お話文芸思潮 : ヨーロッパ文化の源泉』、青山社 (ISBN:4883591093) 

岡田温司著、『キリストの身体 : 血と肉と愛の傷 』、中公新書、2009。岡田温司著 『処女懐胎：描かれた「奇跡」と「聖家族」』、中

公新書、2007。池上英洋著、『西洋美術史入門』、ちくまプリマ―新書、2012。水野千依編 、『古代から初期ルネサンスまで―西

洋の芸術史造形篇〈１〉』、幻冬舎、2013。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

http://artscape.jp/ （展覧会情報サイト）  

http://www.wga.hu/index1.html（12 世紀から 19 世紀までの美術作品画像が網羅されたサイト） 

 

注意事項（Notice） 
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■FC010 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

キリスト教音楽                     新座 

(Christian Music) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
キリスト教における死と音楽 

担当者名 

（Instructor） 
佐藤 康太(SATO KOTA) 

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） 
CMP2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

キリスト教において死というものがどのように扱われてきたかを、音楽を通じて理解する。その際宗派や時代による差異を認識

し、その違いがどうして生まれたかを理解する。それを通じて、自分が死というものに対してどう向き合っていくのかを考える。 

 

授業の内容（Course Contents） 

すべての人に平等に与えられる「死」。歴史上人々はときにそれを恐れ、逃れようとし、ときにそれに憧れ、魅了されてきました。

人々の生と死を司ってきたキリスト教の歴史には、そういった人々の死に対する思いが刻み込まれています。 

この授業では、キリスト教に関連して書かれたさまざまな音楽作品を取り上げながら、その音楽にどのような死生観が投影されて

いるのかを分析していきます。むろんそのために、音楽だけでなくそれぞれの時代の社会や思想、キリスト教神学に関する資料を

参照します。キリスト教や音楽に関する基礎的な知識は特に必要ありませんが、自分と大きく異なる世界観を拒絶することなく想

像し、理解しようとする許容力が求められます。 

授業は歴史の流れに沿って進めるのではなく、いくつかのトピックごとに時代を横断して進めていきます。授業は音楽作品の鑑賞

が中心になりますが、死を巡る作品というのはただ聞いて美しいというだけの作品では決してありません。それぞれの時代の

人々の生と死と向き合うつもりで真剣に、集中して聞いて、よく内容について考えてください。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. MEMENTO MORI 
キリスト教の歴史と死 

2. 永遠の安息を― 

レクイエムの歴史① 

3. 永遠の安息を― 

レクイエムの歴史② 

4. 永遠の安息を― 

レクイエムの歴史③ 

5. 永遠の安息を― 

レクイエムの歴史④ 

6. 深き淵より 

ドイツ・プロテスタントにおける死と救済① 

7. 深き淵より 

ドイツ・プロテスタントにおける死と救済② 

8. 深き淵より 

ドイツ・プロテスタントにおける死と救済③ 

9. わが神、わが神、どうして私をお見捨てになったのですか 

受難曲と受難オラトリオ① 

10. わが神、わが神、どうして私をお見捨てになったのですか 

受難曲と受難オラトリオ② 

11. わが神、わが神、どうして私をお見捨てになったのですか 

受難曲と受難オラトリオ③ 

12. 愛と死 

オペラとオラトリオにおける死と音楽① 

13. 愛と死 

オペラとオラトリオにおける死と音楽② 

14. 愛と死 

オペラとオラトリオにおける死と音楽③ 

 

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

必要に応じて別途指示します。 
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成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(70%)/出席兼コメントペーパー(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FC012 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

建築と文化                       新座 

(Architecture and Its Culture) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
日本建築・都市の歴史と文化 

担当者名 

（Instructor） 
服部 佐智子(HATTORI SACHIKO) 

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） 
CMP2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

古代から近代における各時代の建築や都市の特徴とその変容過程を通して、日本の社会・文化および異文化との交流について

理解できるようになることを目的とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

日本では、中国大陸・朝鮮半島・西洋から、その文化、宗教、政治制度、思想を取り込み、日本の気候風土や既存の文化・宗教と

融合させ、様々な建築や都市を築いてきた。同時に、建築や都市は人々の生活の場であり、新たな文化が生まれ、育まれる場所

でもある。本講義では、前半では住宅を中心に日本人の生活と暮らしについて学び、後半では都市施設へと視野を広げ、日本の

建築や都市の特徴やその変遷と、そこで生きていた人々の生活・文化を学ぶ。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション（世界の中の日本の建築と文化） 

2. 日本建築の基礎知識 

3. 住まいと文化 1（沓脱文化） 

4. 住まいと文化 2（ユカ座とイス座） 

5. 使い方からみた住宅の歴史 1（接客） 

6. 使い方からみた住宅の歴史 2（団欒） 

7. 江戸の成り立ち 

8. 東京の成り立ち 

9. 住まいと文化 3（食生活と暮らし） 

10. 住まいと文化 4（水回りと暮らし） 

11. 衛生と建築・都市（公衆浴場、病院など） 

12. 社交と建築・都市（ホテルなど） 

13. 娯楽と建築・都市（遊園地など） 

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、必要に応じて授業中に指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(50%)/リアクションペーパーの内容(30%)/提出物（2 回）(20%) 

欠席回数が 4 回以上の場合には、成績評価の対象としない。 

 

テキスト（Textbooks） 

毎回、プリントを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

授業中に適宜提示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FC013 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

舞踊論                         新座 

(Theory of Dance) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
舞踊の意味を探る 

担当者名 

（Instructor） 
糟谷 里美(KASUYA SATOMI) 

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） 
CMP2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2016 年度以降 1 年次入学者対象 

 

授業の目標（Course Objectives） 

本授業は、社会における多種多様な舞踊を取り上げ、現象としての舞踊を理論的科学的に捉えることにより、様々な視点から身

体文化の一つである舞踊の意味を探求する力を涵養する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

本授業は、地域に根差した文化や舞踊家たちの芸術活動の背景に触れながら、そこに出現する様々な舞踊に着目し、関連する

研究を通じて、舞踊への理解を深めていく。取り上げる舞踊は、「生活文化の中の舞踊」「芸術としての舞踊」「教育としての舞踊」

「身体科学の中の舞踊」等である。授業内では、映像を適宜用いながら、舞踊について考察していく。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 舞踊とは何か 

2. 生活文化の中の舞踊 

3. バレエの発祥と発展 

4. モダンダンスの成立背景と展開 

5. バレエ・リュスとその遺産 

6. 芸術としての舞踊 

7. ポストモダンダンスへの橋渡し 

8. バレエとモダンダンスの融合 

9. コンテンポラリーダンスに求められるもの 

10. 教育としての舞踊 

11. 日本における洋舞史 

12. 邦舞と洋舞の違いとは 

13. バレエを科学する 

14. 舞踊をめぐる様々な視点 

 

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

授業内容に関連した舞踊を、劇場において生（ライブ）で観る機会を持ち、舞踊への理解を深めることが望ましい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(50%)/出席および授業に取り組む姿勢(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業内で資料（プリント）を配付する。 

 

参考文献（Readings） 

授業内で紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FC014 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

映像と社会                       新座 

(Visual Expression and Society) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
映像と現代社会の関係性について 

担当者名 

（Instructor） 
築地 正明(TSUKIJI MASAAKI) 

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） 
CMP2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

現代における、「映像」と「社会」の相互関係についての理解を深め、今日の複雑かつ多様な「映像化社会」を生きるために必要な

姿勢と、批判的意識を身につけることを目指します。 

 

授業の内容（Course Contents） 

私たちが生きる２１世紀の社会は、高度な映像技術を基盤として成立しています。この授業では、多様な角度から現代の社会の

在り方を示した作品を取り上げ、視聴し、それに基づいて考察を行ないます。なお取り上げる作品は、比較的古い映画が中心と

なります。世間ではあまり知られていない、映画史上の傑作をじっくりと鑑賞します。扱う作品および作者については、その都度、

説明、解説を行ないます。また以下の授業計画は、全体の流れの大まかな目安と考えてください。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 映像の誕生 １９世紀の写真と映画 

3. 作品の鑑賞および解説（１） 

4. 作品の鑑賞および解説（２） 

5. 作品の鑑賞および解説（３） 

6. 作品の鑑賞および解説（４） 

7. 中間まとめ 

8. 作品とその思想（１） 

9. 作品とその思想（２） 

10. 作品とその思想（３） 

11. 作品とその思想（４） 

12. 映像社会の在り方を考える（１） 

13. 映像社会の在り方を考える（２） 

14. 最終まとめ 

 

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

必要に応じて授業内で指示をします。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/授業に臨む姿勢（リアクションペーパー）(60%) 

専門的な知識は不要ですが、映像について真剣に考えてみたい人を歓迎します。 

 

テキスト（Textbooks） 

プリントを配布します。 

 

参考文献（Readings） 

授業内で適宜紹介していきます。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FC015 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

身体表現と哲学                     新座 

(Bodily Expression and Philosophy) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
身体は何をなしうるか 

担当者名 

（Instructor） 
杉本 隆久(SUGIMOTO TAKAHISA) 

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） 
CMP2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

身体および身体表現に関する諸学説を通して、身体が何をなしうるか、身体表現とは何かを理解することを目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

この授業では、人間の身体や人間の振る舞い、行動、演技、芸術表現などといった身体表現が、哲学においてどのように考えら

れてきたかを紹介していきながら、精神と身体、知覚と行動、創造的表現と二次的表現といった問題について考察する。また、身

体や身体表現について哲学的に思考することがいかなる意味と価値をもつのかということも明らかにする。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 精神と身体について 

3. 「我思う」と「我能う」について 

4. 身体と遠近法について 

5. 知覚と行動の構造について 

6. 知覚の感情的価値と身体について 

7. 客体としての身体と表現としての身体について 

8. 言語と意味について 

9. 私の身体と他者の身体について 

10. 身体表現と自由の問題 

11. 芸術表現における実行と構想について 

12. 見る身体と見られる身体について 

13. 見せる演技と見られる演技について 

14. まとめ 

 

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

事前に配布した資料を読み、分からなかった部分についてはノートに抜き書きするなどして、問題意識を持った上で授業に臨むこ

と。 

受講後は、不明点を理解できたかどうか復習すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(40%)/コメントカード兼出席票(20%)/中間テスト（20%×2 回）(40%) 

欠席数が授業回数の 1/3 を超えたものについては D 評価とする。 

 

テキスト（Textbooks） 

適宜、資料を配布する。 

 

参考文献（Readings） 

適宜、授業内で指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FC016 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

ドイツ語圏の文学                    新座 

(Literature in the German-speaking sphere) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
文学が映し出す「世界」と「私」のあり方 

担当者名 

（Instructor） 
五十嵐 豊(IGARASHI YUTAKA) 

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） 
CMP2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

ドイツ語圏の文学の歴史的な流れを大まかに理解しつつ、個々の作品に見出される表現手法や問題性と向き合うことで、文学へ

の理解と関心を深める。また、自分自身で作品を通読した上で、作品が内包する問題を見出し、それについて適切な文章で論じ

ることができる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

近代～現代のドイツ語圏の文学作品（小説、戯曲）の中から、ぜひとも知ってもらいたいもの、学生時代に読んでもらいたいものを

取り上げ、作者の生涯や時代背景、作品の内容などについて概説する。その上で、作品の一部を翻訳で読み、そこに見出される

表現手法や問題性について考察する。毎回、作品に関する感想や自分の考えを適切な文章でまとめてもらい、提出してもらう。 

映像化されている作品については、DVD を用いて一部を鑑賞しながら、文字テキストとの比較なども試みる予定である。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション ～ドイツ語とはどのような言語か、ドイツ語圏の文学とはどのようなものか 

2. 若きゲーテによる書簡体小説 ～ゲーテ『若きウェルテルの悩み』 

3. ドイツ文学の最高峰 ～ゲーテ『ファウスト』（第一部） 

4. ドイツロマン主義への招待 ～フケー『水の精（ウンディーネ）』など 

5. 幻想怪奇文学と「不気味なもの」～E. T. A.ホフマン『砂男』 

6. 世紀末ウィーンのエロスとタナトス ～アルトゥール・シュニッツラー『夢小説』 

7. 現代を生きる人々の孤独と不安 ～フランツ・カフカ『変身』など 

8. 芸術と生 ～トーマス・マン『ヴェニスに死す』など 

9. 新たなる時代の新たなる演劇 ～ベルトルト・ブレヒト『三文オペラ』など 

10. 自分自身へと至る道 ～ヘルマン・ヘッセ『車輪の下』、『デミアン』 

11. 児童文学を振り返る ～エーリッヒ・ケストナー『飛ぶ教室』 

12. 合わせ鏡のファンタジー ～ミヒャエル・エンデ『はてしない物語』 

13. 現代のベストセラーを読む ～ベルンハルト・シュリンク『朗読者』① 

14. 現代のベストセラーを読む ～ベルンハルト・シュリンク『朗読者』② 

 

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

授業で取り扱う作品は、いずれも日本語訳があり、すべて図書館に所蔵されている上、ほとんどのものが文庫本で購入可能であ

る。上の「授業計画」に掲げた作家や作品について、興味のあるものは、できれば学期休みなどを利用して事前に、あるいは授業

を受けた後に通読してほしい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(50%)/授業への積極的参加（出席兼コメントペーパーの記述内容）(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

毎回コピー（レジュメ、作品の抜粋など）を配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 手塚富雄・神品芳夫、1993、『増補 ドイツ文学案内』、岩波書店 (ISBN:4-00-350003-2) 

ドイツ語圏の文学の流れをコンパクトにまとめた上記の資料を手元に備えておき、必要に応じて参照することを推奨する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

＊ドイツ語の知識は必要ではありませんので、ドイツ語を履修していない学生も履修可能です。 

＊「授業計画」に掲げた内容・順序などは一部変更されることがあります。 

＊初回授業時に詳しい文献リストを配布しますので、必ず出席するようにしてください。 

＊ドイツ語圏の国々の文化や歴史に興味がある人、読書が好きな人の積極的な参加を期待しています。 
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注意事項（Notice） 
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■FC017 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

フランス語圏の文学                   新座 

(Literature in the French-speaking sphere) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
フランス語圏文学とつきあうために 〜 映像作品から入るフランス文学あれこれ 

担当者名 

（Instructor） 
杉原 賢彦(SUGIHARA KATSUHIKO) 

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） 
CMP2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

より凝縮し、あるいは異なった方向から文学作品の新たな価値を見いだしてきたとも言える映像作品を通して、フランス語圏文学

に新たな光を当ててみたいと思う。 

古典文学、そして現代文学への習わしにとらわれない見方、読み方を試みることによって発想の転換と応用を図る。 

さらにそこから文学への再=接近、再=発見を試みる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

文学として言葉を駆使して描かれてきた小説と、それをもとに描かれた映像作品はどのような差異と同意をもつのだろうか？ ま

た、近年の産物でもあるノヴェライゼーションはどうなっているのだろうか？ 

具体的に映像作品と原作小説を見て、読むことから始めつつ、フランス文学におけるそれらの異同を検証するとともに、自由な対

話を通してそれぞれがどのように観客および読者を惹きつけてきたのかを見てゆきたいと思う。 

たとえば、フランス最大の詩人であるヴィクトル・ユゴーの『レ・ミゼラブル』は、現在まで幾多の映画がたったひとつの小説をもと

につくられてきた。また、オノレ・ド・バルザックがフランスの映画運動であるヌーヴェル・ヴァーグに与えた影響は計り知れないほ

ど大きい。それらに具体的な関連性と視点の異なりはあったのかどうか、具体的に考えてゆくところから始めてみたいと考えてい

る。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 〜 映像作品と文学の問題 

2. 『レ・ミゼラブル』を見たか？ I アウトライン 

3. 『レ・ミゼラブル』を見たか？ II さまざまなヴァージョン 

4. 『レ・ミゼラブル』を見たか？ III なにを描くべきか 

5. 『レ・ミゼラブル』を見たか？ IV 時代と小説の真髄 

6. 『レ・ミゼラブル』を見たか？ V ユゴーの文体 

7. 前半のまとめと閑話休題 

8. バルザックは読んだか？ I アウトライン 

9. バルザックは読んだか？ II 『ゴリオ爺さん』を知る 1 

10. バルザックは読んだか？ III 『ゴリオ爺さん』を知る ２ 

11. バルザックは読んだか？ IV 『ゴリオ爺さん』を知る 3 

12. バルザックとヌーヴェル・ヴァーグ I 「知られざる傑作」 

13. バルザックとヌーヴェル・ヴァーグ ＩＩ 「美しき諍い女」 

14. バルザックとヌーヴェル・ヴァーグ III 映画は文学になにを返したか〜まとめ 

 

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

事前学習はやりにくいかもしれないが、フランス文学の傑作と呼ばれている『レ・ミゼラブル』には、ぜひ触れておいて欲しい。長大

な作品なので心構えは必要だが、第 1 部を乗り越えられれば、あとは流れのままに読めるはずだ。 

また、バルザックの小説についても、この機会にぜひ触れておいていただきたい。 

加えて、それらの映画化作品についても、もちろん！ 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

中間レポート(40%)/最終レポート(Final Report)(40%)/講義時のプレゼンス(20%) 

授業時の発言も重要視します 

 

テキスト（Textbooks） 

使用しない。適宜、資料ハンドアウトを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. アンドレ・バザン、2015、『映画とは何か？ 上・下』、岩波文庫 (ISBN:4003357817) 

2. 野崎 歓、2013、『文学と映画のあいだ』、東京大学出版会 (ISBN:4130830597) 
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3. 渡辺 淳、1997、『映画と文学の間 ― メリエスからロメールまで』、清水書院 (ISBN:4389500309) 

4. 小川公代ほか、2017、『文学とアダプテーション ヨーロッパの文化的変容』、春風社 (ISBN:9784861105593) 

映画化されたユゴー作品、バルザック作品のＤＶＤ 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FC018 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

スペイン語圏の文学                   新座 

(Literature in the Spanish-speakingsphere) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
映画と学ぶスペイン語圏文学 

担当者名 

（Instructor） 
久野 量一(KUNO RYOICHI) 

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） 
CMP2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

スペイン語圏の文学について、地域的・歴史的・文化的・様式的特徴を学び、説明できるようになること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各回、映画化されたスペイン語圏の文学作品を取り上げ、映画と比較しながら地域的・歴史的・文化的・様式的特徴を学ぶ。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 概説ラテンアメリカ史 

3. コロンブス 永遠の海 

4. モーターサイクル・ダイアリーズ 

5. ウェストサイド物語 

6. 予告された殺人の記録 

7. 愛その他の悪霊について 

8. 低開発の記憶 

9. 夜になるまえに 

10. イル・ポスティーノ 

11. 欲望 

12. 蜘蛛女のキス 

13. エル・スール 

14. ジュリエッタ 

 

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

授業で取り上げる作品は全て日本語で入手可能なので、授業の前後に目を通しておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(50%)/コメントペーパーの内容(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FC019 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

中国語圏の文学                     新座 

(Literature in the Chinese-speakingsphere) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
情感を題材にした中国古典詩を中心にしての中国文学史 

担当者名 

（Instructor） 
高橋 美千子(TAKAHASHI MICHIKO) 

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） 
CMP2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

中国語圏の文学を歴史的に追い基本的な知識を得つつ、特に詩を取り上げ、その文学の根底にある中国人の文学に対する認

識、中国文学の普遍性と独自性を掘り下げる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

古来、中国では、文学は古典の素養を持つ士大夫と言われる知識人のたしなみであった。詩文は、社交や政治の道具であり、そ

れゆえ、詩の題材は、政治批判、隠逸、送別、行旅、山水、友人同士の応酬が中心である。その中で、家族愛、親子の情愛、友

情、妻への思い、恋愛を歌うもの、つまり私たちが今言う「詩」と呼ばれるものに注目していく。中国語で詩を音読することはある

が、中国語未習でも履修可能である。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 花と風雨 「春眠 暁を覚えず」 

中国文学の基本知識、典故、修辞法について 

2. 端午の節句 － 『詩経』 『楚辞』 

3. 家族、友人を憶う － 月をみて 

4. 恋愛の不成就 － 『古詩十九首』  

5. 悲劇の才女 － 女性を主人公とする叙事詩  

6. 子が親を思う － 『木蘭詩』  

7. 親が子を思う － 陶淵明 「子を責む」 李商隠 「嬌児の詩」 

8. 妻が夫を憶う － 閨怨詩  

夫が妻を憶う － 悼亡詩  

9. 夢 － 唐代伝奇小説における夢の役割 

10. 友情 － 白居易と元稹 

11. 白居易 『長恨歌』 

12. 艶詩 － 李商隠の恋愛詩 

13. 師弟愛 － 『論語』 学ぶものにエールを送る  

14. 「修身斉家治国平天下」の中での個人的感情 

 

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

準備学習については、毎回指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(40%)/毎回の授業のリアクションペーパー(50%)/授業内に指示した提出物(10%) 

３/4 以上の出席をしていない場合は成績評価の対象としない。 

 

テキスト（Textbooks） 

授業時に資料を配布する。 

 

参考文献（Readings） 

授業時に随時紹介する 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FC020 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

朝鮮語圏の文学                     新座 

(Literature in the Korean-speaking sphere) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
韓国文学 

担当者名 

（Instructor） 
金 広植(KIM KWANGSIK) 

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） 
CMP2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

朝鮮・韓国文学の代表的な作品・作家について知り、また作品を読むことによって各時代の雰囲気や背景、人々の考え方、感じ

方などを理解する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

講義とゼミ形式を併用する。講義では主に 1910 年代以降の文学について作家の生涯や時代背景を説明した後、代表的な作品

の一部を抜粋したプリントを配布し講読する。また受講者は課題として与えられた作品を読んで内容を要約し授業中に発表する。

授業の最後にコメントペーパーを書く。授業はすべて日本語で行われ、テキストも日本語訳を使用する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス、朝鮮語圏の文学について 

2. 口碑文学（口承文芸）１  

3. 口碑文学２  

4. 古典文学１ 

5. 古典文学２ 

6. 近代文学１ 

7. 近代文学２ 

8. 現代文学１ 

9. 現代文学２ 

10. 発表とディスカッション１ 

11. 発表とディスカッション２ 

12. 発表とディスカッション３ 

13. 発表とディスカッション４ 

14. まとめ 

 

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

講義に関しては配布されたプリントをよく読む。その他は授業中に指示する。 

発表する課題作品は、内容や時代背景、作者のプロフィール、注目点などを要領よくまとめ、指定された時間内に発表できるよう

に準備する。  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/発表など(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 『朝鮮近代文学選集１～７』、平凡社 

2. 『朝鮮短篇小説選（上下）』、岩波文庫 

3. 『新しい韓国の文学シリーズ』、クオン 

講義に関してはプリントを配布。ただし発表用の作品は購入、あるいは図書館で借りるなどして各自で準備する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FC101 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

文学への扉 

(Door to Literature) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
アメリカ文学の名作短編を読む 

担当者名 

（Instructor） 
古井 義昭(FURUI YOSHIAKI) 

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） 
CMP2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2016 年度以降 1 年次入学者対象 

 

授業の目標（Course Objectives） 

アメリカ文学の名作短編を読み、文学を読むことの楽しさを知るだけでなく、その楽しさを言語化し、他人に伝える技術を身につけ

る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

毎週の授業ごとに、アメリカ文学の短編小説を一作品ずつ読解してゆく。まずは文学作品を読む楽しみを知ってほしい。そしてそ

の先の目標として、文学について書き、批評することの喜びを知ってほしい。本授業では、文学作品を読むこと（インプット）、そし

て読んで考えたことを文章にすること（アウトプット）、この二つの力を養うことを目的とする。 

 

受講者は授業準備として作品を読んでおくことが求められる。作品を読んでいることが前提として授業が進められるので、毎回の

予習は必須である。 

 

また、この授業は学生のレスポンスペーパーをもとに話を展開してゆくので、作品によっては複数回に渡って授業を行うことがあ

る。週に一作品というペースはあくまで目安であり、学生の反応や興味に応じて授業を進めてゆく。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. エドガー・アラン・ポー「ヴァルデマー氏の病状の真相」 

3. ハーマン・メルヴィル「バートルビー」 

4. セアラ・オーン・ジュエット「ウィリアムの結婚式」 

5. イーディス・ウォートン「ローマ熱」 

6. ジャック・ロンドン「火をおこす」 

7. ウィリアム・フォークナー「あの夕陽」 

8. アーネスト・ヘミングウェイ「何かの終わり」 

9. バーナード・マラマッド「殺し屋であるわが子よ」 

10. ジェイムズ・ボールドウィン「サニーのブルース」 

11. レイモンド・カーヴァー「シェフの家」 

12. リチャード・ブローティガン「東オレゴンの郵便局」 

13. レポート作成講座 

14. まとめ 

 

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

＊作品を必ず読み通してから授業に参加すること。毎週、課題作品に関するレスポンスペーパーを書いてもらうので、予習しない

で授業に臨むことはできない仕組みになっている。 

 

＊本授業は、講師が一方的に自説を展開する形態でなく、受講者との意見の交換を通じて、多様な物の見方を提供することを目

的とする。受け身で本を読むのではなく、毎回の授業には自分なりの意見を持って臨むこと。 

 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(30%)/毎回のレスポンスペーパー、授業への貢献(70%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 平石貴樹、2016、『アメリカ短編ベスト 10』、松柏社 (ISBN:978-4775402375) 

 

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

 

 

注意事項（Notice） 
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■FC102 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

文学への扉 

(Door to Literature) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
ウィーン世紀末文学を読む 

担当者名 

（Instructor） 
鈴木 里香(SUZUKI RIKA) 

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） 
CMP2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2016 年度以降 1 年次入学者対象 

 

授業の目標（Course Objectives） 

1880 年代からハプスブルク帝国解体までの一時期にウィーンという一都市で書かれた文学を、その歴史的・社会的背景に目を

向けながら、考察する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

19 世紀末から 20 世紀初めの世紀転換期に現れた特異な文化現象を、さまざまな作家によって、さまざまなジャンルの文章で書

かれた作品を読むことによって浮かび上がらせていきます。 

ハプスブルク帝国の解体の予感の中、その危機意識と崩壊感覚は、例えば美術の領域ではクリムトのような特異な美的表現に

よって示されましたが、文学の領域ではどのように表れたか、 

またなぜそのように表現されたのか、個々の作品を読みながら考えていきます。 

最後には、同じ世紀転換期のドイツとチェコ・プラハのドイツ語文学にも触れたいと思っています。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. ホフマンスタール 『痴人と死』（１） 

3. ホフマンスタール 『痴人と死』（２） 

4. シュニッツラー 『アナトール』（１） 

5. シュニッツラー 『アナトール』（２） 

6. ベーア・ホフマン 『ある夢の記憶』（１） 

7. ベーア・ホフマン『ある夢の記憶』 （２） 

8. ヘルマン・バール 『ジャネット』 

9. ペーター・アルテンベルク 『小品六つ』 

10. カール・クラウス 『炬火』より 

11. 世紀転換期プラハの文学（１）カフカ 

12. 世紀転換期プラハの文学（２）マイリンク 

13. 世紀転換期ドイツの文学 ヴェデキント 

14. まとめ 

 

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

授業までにその回に読む作品（翻訳でよい）を読んでおくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(40%)/出席状況、毎回提出するリアクションペーパーの内容(60%) 

3 回以上正当な理由なく欠席した場合は、評価の対象外とします。 

 

テキスト（Textbooks） 

どの翻訳で読んでも構いませんが、授業で使用する版はその都度指示します。 

短い作品は授業時に配布します。 

 

参考文献（Readings） 

1. 池内紀、1994、『ウィーン世紀末文学選』、岩波文庫 

授業中に指示します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FC103 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

文学への扉 

(Door to Literature) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
ファーム・ファタル、男と女のすれちがい 

担当者名 

（Instructor） 
澤田 直(SAWADA NAO) 

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） 
CMP2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2016 年度以降 1 年次入学者対象 

 

授業の目標（Course Objectives） 

フランス文学を出発点として、恋愛関係だけなく、広く人間関係や社会のあり方について考察する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

プレヴォー『マノン・レスコー』をはじめ、フランス文学の小説を読み、そこを出発点として、人間関係や社会のあり方について考察

し、議論をする。それに際しては日仏文化のたんなる比較だけでなく、文化や制度じたいに関する考察にも踏み込む予定。 

基本的には講義形式であるが、取り上げる作品に関しては、受講者は必ず読んだ上で、コメントをし、それに応答するかたちで授

業を進める。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入１ 

2. プレヴォー『マノン・レスコー』読解 1 

3. プレヴォー『マノン・レスコー』読解 2 

4. プレヴォー『マノン・レスコー』読解 3 

5. メリメ『カルメン』読解 1 

6. メリメ『カルメン』読解 2 

7. メリメ『カルメン』読解 3 

8. デュマ・フィス『椿姫』読解 1 

9. デュマ・フィス『椿姫』読解 2 

10. デュマ・フィス『椿姫』読解 3 

11. カミュ『異邦人』読解１ 

12. カミュ『異邦人』読解２ 

13. カミュ『異邦人』読解３ 

14. 総括 

 

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

テキストを事前に読んだ上で授業に臨むこと。３つの作品を読み、それぞれに感想文を提出するとともに、毎回コメントの提出が

義務づけられる。最終レポートも含め、提出物が多い授業となる。それらをすべて期限内に提出しない場合には、評価の対象とな

らないので注意すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(30%)/授業参加(40%)/中間レポート／発表(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. プレヴォー、『マノン・レスコー』、新潮文庫 

2. プロスペール・メリメ、『カルメン』、岩波文庫 

3. デュマ・フィス、『椿姫』、岩波文庫 

4. アルベール・カミュ、『異邦人』、新潮文庫 

テキスト、特に『マノン・レスコー』は、授業前に購入して目を通しておくこと。 

 

参考文献（Readings） 

授業内で指示。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FC104 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

文学への扉 

(Door to Literature) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
『源氏物語』入門 

担当者名 

（Instructor） 
井野 葉子(INO YOKO) 

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） 
CMP2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2016 年度以降 1 年次入学者対象 

 

授業の目標（Course Objectives） 

『源氏物語』五十四帖のうち、桐壺巻から賢木巻までの物語の大まかな全体像をつかむとともに、美しい原文を味わうことを目指

します。 

 

授業の内容（Course Contents） 

およそ一回の講義に一巻を取り上げるペースで、『源氏物語』の桐壺巻から賢木巻までの物語を駆け足で読んでいきます。一回

の講義では、まず、その巻のあらすじや人物関係や鑑賞の要点などを説明し、その後、その巻の名場面を原文で読み、詳しく解

説していきます。原文を読むための文法力、読解力が求められます。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 桐壺巻（１）――光君の誕生 

3. 桐壺巻（２）――藤壼への慕情 

4. 帚木巻――雨夜の品定め、中流階級の女との一夜 

5. 空蝉巻――拒む女、空蝉 

6. 夕顔巻――白い花の咲く宿の女 

7. 若紫巻――若紫との出逢い、藤壼との密通 

8. 末摘花巻――赤い鼻の女性 

9. 紅葉賀巻――青海波の舞、藤壺の出産 

10. 花宴巻――朧月夜の登場 

11. 葵巻――六条御息所の生霊 

12. 賢木巻――野宮の別れ 

13. 花散里巻、須磨巻への展開 

14. まとめ 

 

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

あらかじめ、高校の授業や大学受験の時に勉強した古典文法の復習をしておくこと。複雑な人物関係を把握しておかないと次の

講義に支障をきたすので、一回一回の講義の後にはよく復習をしておくこと。特に原文については、声を出して繰り返し読むこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(70%)/授業への参加態度(30%) 

筆記試験では、授業で取り上げなかった場面の現代語訳をしてもらう問題も出します。古文の真の読解力が求められます。 

 

テキスト（Textbooks） 

プリントを配布します。 

 

参考文献（Readings） 

適宜紹介します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FC105 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

文学への扉 

(Door to Literature) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
日本のヒップホップとは何か 

担当者名 

（Instructor） 
荏開津 広(EGAITSU HIROSHI) 

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） 
CMP2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2016 年度以降 1 年次入学者対象 

 

授業の目標（Course Objectives） 

日本のヒップッホップとは何か？ 

 

21 世紀文化の様相を変えたヒップホップは日本にも定着し、幅広くポピュラー・カルチャーから初等教育の場においてまで取り入

れられている。ここでは、ヒップホップという装置がいかに日本で働いたか、日本のヒップホップがいかに新しい言語を獲得したか

を探る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

グローバル文化対ローカル文化という図式を越えて、テキスト、映像、音源などを材料に「日本」の「ヒップホップ」とは何かを探り

理解する。以下の授業計画は予告なしに変更有。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 「日本の」ヒップホップとは何か？ 

2. ヒップホップとは何か 

3. ブレイクビーツという概念と DJ （1)  

4. ブレイクビーツという概念と DJ （2)  

5. 日本にどのようにヒップホップが伝わったか？ 

6. リリック／サウンド解析 黒人性の解釈 

7. リリック／サウンド解析 リリック／ライム／フロウ／デリヴァリー 

8. ポピュラー・カルチャー史のなかでーー原宿文化としてのヒップホップ 

9. 日本のヒップホップのエクステリアーー裏原宿文化——  

10. リリック／サウンド解析 J-ポップとしてのヒップホップ  

11. 日本のヒップホップ以前ーー日本のロック 

12. リリックとサウンドの変遷 

13. グローバルとローカル 

14. 「日本」と「ヒップホップ」 

 

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

映像を見る、文献を読んでくる準備が必要な場合あり。  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(50%)/出席および授業への積極的な参加(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

参考文献等はその都度指示します。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FC106 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

表象文化 

(Culture and Representation) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
昭和歌謡史――作詞家で辿る日本の流行歌 

担当者名 

（Instructor） 
舌津 智之(ZETTSU TOMOYUKI) 

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） 
CMP2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

日本の伝統文化としてある歌謡曲の歴史的理解を深めることで、時代／世代をこえたコミュニケーションの可能性を探る。また、

個々の楽曲を言語（作詞）と非言語（作曲・編曲・歌唱）の両面から検討することで、審美的かつ政治的に大衆音楽を読み解く方

法を学ぶ。 

 

授業の内容（Course Contents） 

 毎週一人の作詞家を取り上げ、その代表的作品にみられる個性を見極めるとともに、それがいかなる時代的要請に応えていた

のか考察する。 

 我々は通常、誰が歌ったか、という歌手の次元で流行歌を認識しがちだが、昭和の歌謡史を支えたのは、職業作詞家・作曲家

たちであり、誰が作ったか、という視点から大衆音楽を捉えることで、時代の新たな諸相が見えてくる。その際、たとえば西條八十

と服部良一、サトウハチローと古関裕而、阿久悠と都倉俊一、松本隆と細野晴臣など、作詞家と作曲家の共同作業にも目を配る

必要が出てくるだろう。 

 本講義ではとりわけ、ジェンダー・セクシュアリティの問題系に注目し、伝統的な「男らしさ」や「女らしさ」の価値観が、時代の変

化とともに、あるいは個人の才能によって、どのように刷新されていったのかを通時的に見晴らしたい。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 大正ロマンの遺産――西條八十 

2. 軍国の抒情――佐伯孝夫 

3. 戦争の記憶――サトウハチロー 

4. 日本のブルース――川内康範 

5. 煽情の戦略――なかにし礼 

6. 男性の客体化――安井かずみ 

7. 学期前半の総括と小テスト 

8. 「女」と「女性」――阿久悠（１） 

9. ＬＧＢＴの源流――阿久悠（２） 

10. 都会のヒューマニズム――山上路夫 

11. 平和と命の詩学――松本隆 

12. 主体としての女性――竜真知子 

13. フェミニズムの実験――阿木耀子 

14. 学期後半の総括と小テスト 

 

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

興味を持った作詞家がいかなる作品を書いたのか、ネット上で情報を入手するとともに、動画サイトやＣＤレンタル等を利用して、

実際にできるだけ多くの楽曲を鑑賞すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/小テスト(40%) 

レポートの字数は 8,000 字程度とするので、長めの文章を書くことに意欲的な受講者を歓迎する。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

参考文献は必要に応じて授業中に紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

レポートに、部分的であれ、（とりわけネット上からの）無断引用があった場合には、単位を認めない。他人の書いたものから得た

情報については、必ずレポート本文中にその出典を明記すること。したがって、具体的にどこを参照したのかが分からない「参考
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文献」をレポート末尾に挙げてはならない。引用ではなく要約をする場合にも、要約した箇所それぞれの直後に出典の明記が求

められる。 

 

注意事項（Notice） 
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■FC107 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

表象文化 

(Culture and Representation) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
戦争とメディア 

担当者名 

（Instructor） 
飯田 道子(IIDA MICHIKO) 

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） 
CMP2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

戦時における映画をはじめとするメディアのプロパガンダとしての利用と、第二次大戦後の戦争映画におけるナチスの表象につ

いて考える 

 

授業の内容（Course Contents） 

古くから戦争とテクノロジーの発達は分かちがたく結びついてきた。20 世紀の戦争において、映画というメディアはプロパガンダと

して大いに利用された。戦後、映画において、戦争のイメージは様々に表象され消費されていく。講義では、ドイツにおけるメディ

アのプロパガンダとしての利用を主軸に、戦争とメディア、メディアによる戦争の表象について検証する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 新しいメディア、映画の登場 

3. 第一次世界大戦とメディア －ポスター 

4. 第一次世界大戦とメディア －映画 

5. ナチスのメディア戦略 

6. ナチスのメディア戦略 

7. 第二次世界大戦時のメディア  

8. 第二次世界大戦時のメディア  

9. 第二次世界大戦時のメディア  

10. 第二次世界大戦時のメディア  

11. 戦争映画におけるナチスの表象 

12. 戦争映画におけるナチスの表象 

13. 戦争映画の変遷 

14. まとめとふりかえり 

 

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

授業内に必要な場合は適宜指示する 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(70%)/出席および授業に取り組む姿勢(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. ポール・ヴィリリオ、1999、『戦争と映画』、平凡社 (582-76295-6) 

2. 飯田道子、2008、『ナチスと映画』、中公新書 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FC108 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

表象文化 

(Culture and Representation) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
映画とリアリズム 

担当者名 

（Instructor） 
黒木 秀房(KUROKI HIDEFUSA) 

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） 
CMP2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

映画を通じて、「リアル」とは何か考察する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

 よく鏡の比喩で語られるように、イメージは現実を映し出したものとされ、現実に対して副次的なものであると考えられてきまし

た。しかしながら、イメージの芸術である映画は、単なる現実のコピーや「気晴らし」に還元できるものではありません。むしろ、映

画こそがわれわれにリアルとは何か（現実／フィクションとは何か）思考するように迫るものなのではないでしょうか。そこでこの授

業では、映画史の中でも最も重要な作品のごく一部を「リアリズム」の観点から大掴みに概観しつつ、「リアル」とは何か、考察しま

す。   

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 映画以前のリアリズム 

3. 機械的知覚の誕生 

4. リュミエール兄弟とメリエス 

5. 映画とスペクタクル 

6. 社会主義リアリズム 

7. 詩的リアリズムとシュルレアリスム 

8. ネオレアリズモ 

9. バザンのリアリズム 

10. ヌーヴェル・ヴァーグ 

11. ドキュメンタリーと「リアル」 

12. 映画とシミュラークルの問題 

13. 映画のおけるマジックリアリズム 

14. まとめ 

 

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

毎回、自分なりに考えたことをリアクション・ペーパーに書いてもらいます。映画に関する知識は問いませんが、できるだけ多くの

映画を観るだけでなく、たくさんの本を読んでください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業参加態度(60%)/最終レポート(Final Report)(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

授業内で紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FC109 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

表象文化 

(Culture and Representation) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
江戸川乱歩を読む 

担当者名 

（Instructor） 
石川 巧(ISHIKAWA TAKUMI) 

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） 
CMP2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

文学テキストや映像表現の分析を通して、そこに描かれる人間、および、社会・風俗・文化の諸相を考察する能力を鍛える。文学

テキストを解釈し、そのテキストが投げかけている問題を自らの言葉で編成し直す能力を鍛える。 

 

授業の内容（Course Contents） 

近年の表象文化では映像資料や PPTを用いて受講生が理解しやすい講義をする傾向がある 

が、この授業は、敢えて文学テキストの読解に力点を置き、江戸川乱歩の世界を活字から追 

体験することで、視覚や聴覚に頼らず自分の頭のなかに妄想を展開させることの愉しさを享受 

してもらいたいと考えている。授業では江戸川乱歩の短編小説を取り上げ、それぞれの読解を 

試みつつ受講生のみなさんへの問いかけを行っていく。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション    

2. 二銭銅貨 

3. Ｄ坂の殺人事件 

4. 屋根裏の散歩者 

5. 人間椅子 

6. 接吻 

7. 人でなしの恋 

8. 鏡地獄 

9. 中休み－映画「盲獣」（監督：増村保造）鑑賞 

10. 芋虫 

11. 押絵と旅する男 

12. 石榴 

13. 断崖 

14. 防空壕 

 

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

授業で扱う短篇作品については、毎回、授業時間外での精読を指示し、各自の〈読み〉をリアクション・ペーパーにまとめてもらう。

また、リアクション・ペーパーのなかで特に優れた内容のものを翌週の授業冒頭で紹介し、複数の〈読み〉を共有する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

リアクション・ペーパーの評価(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

（１）授業中に私語をする学生は退出していただく。（２）自宅で記述するように指示したリアクション・ペーパーについては授業開

始時に回収する。（３）正当な理由のもとで「欠席届」が提出されている場合は、当該授業に関して欠席と見做さない。 

 

注意事項（Notice） 
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■FC110 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

表象文化 

(Culture and Representation) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 

劇映画の音響としてのセリフ表現～劇映画のセリフの〈響き〉にはどのような意味があ

り、どこから来て、どこへ向かっているのか 

担当者名 

（Instructor） 
西山 洋市(NISHIYAMA YOUICHI) 

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） 
CMP2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

劇映画のセリフの意味内容の解釈ではなく、その「音響」としての側面が映画表現にもたらすものを日本映画の個別作品の演技・

演出のコンセプトとともに探究し、その可能性を考える。 

「古い」ものとして敬遠されがちなかつての日本映画は、実は様々な試みに満ちた斬新で豊かな表現の宝庫である。それらはむし

ろ「アヴァンギャルド」なのであり、その異物のような感触が逆に「古さ」と混同されているのかもしれない。それには現在の我々に

は見えにくくなっているいくつかの具体的な理由がある。それを知り、その異質性の本質を改めて考えることは、映画に限らず現

在の様々な事象を考えるうえでの新しい視点をもたらしてくれるかもしれない。みなさんの目と耳で、みなさんそれぞれの分野で

の新しいアイデアの発見に繋がるコンセプトや、なにより、より豊かな映画の楽しみを見つけてもらいたい。 

 

授業の内容（Course Contents） 

「音響」としてのセリフの本質を知るためにはまず数多くのすぐれた映画の「音声」に実際に触れ、その感触・感覚を体感するしか

ない。そこで、すぐれた演技と演出によって作り出された数々の映画を実際に見て、それぞれの独自な音声表現に触れてもらった

上でその機能や演技・演出の狙いを分析し、必要に応じてその歴史的な文脈なども考察してみる。 

たとえば音響としてのセリフの一側面として、その音楽性がまず思い浮かぶが、音声表現の音楽性には多種多様な演技演出の

バリエーション（また語りから歌にいたる複雑なグラデーション）があり、さらには日本映画に独自の歴史性も存在する。 

また音楽性の一部ともいえる音声の速度や間や強弱などの表現は、実は映画の物語の経済性とも結びついていて、人物の心理

や関係性などの情報を、音声としていかに（何を、どの程度まで）表出するかという数値的な計算によって映画の物語としての表

現内容（さらには物理的な上映時間さえ）も変化させてしまう。 

また、セリフは人物の身体性にも重大な影響を及ぼし、選び取られたしゃべり方ひとつが人物の立ち居振る舞いばかりでなく顔や

身体能力までも変えてしまう。さらに画面に厚みや深みや変化をもたらすという点で、「音声」は視覚的表現の大きな部分を担って

もいるのだ。 

そのようなセリフ表現の本質と可能性を、毎回上映する映画とそれら相互の比較によって学んでもらう。場合によっては映画以外

のセリフ表現（落語、歌舞伎など）も参考にしてより理解を深める。 

（授業計画の毎回のテーマはそれぞれ一回限りのものではなく相互に継続的に関連している） 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. アニメで考える音声と身体表現の関係 

2. 実写の身体と音声の関係～モノローグの身体性 

3. 音声のハレとケ～映画表現が変化する時 

4. ダイアローグのスピードと内面性の関係～早いセリフによって前面化するもの 

5. セリフのスピードと物語の経済性～心理的解釈と視覚的描写の関係 

6. 成瀬巳喜男の演出によるセリフの変容～ダイアローグのモノローグ化の技法 

7. 音声表現における時代劇と現代劇の境目～セリフの響きを変化させるコンセプト 

8. 溝口健二が目指した「オペラ」VS.「はやり歌」～増村保造による新しいオペラの響き 

9. 歌舞伎のセリフ術が映画にもたらしたもの～時代劇の演技にイノベーションを起こしていた市川雷蔵 

10. 歌うセリフの音声としての特質～歌が解放するもの 

11. 歌としゃべりの間にあるもの～小津安二郎のセリフ表現 

12. この世のものではない者の声が示すもの～響きの解離が浮かび上がらせる映画表現の境界線 

13. 音声の多様性とエンターテイメント性～音声表現のバリエーションによる映画のエンターテイメント性の非スペクタクル化の

可能性 

14. 悪態と身体～悪態が解放するもの 

 

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

みなさんにとって 1950 年代（日本映画の黄金期と呼ばれる）以前の日本映画は内容的にも外見的にもとっつきにくく感じられる

かもしれない。映画を言語に例えるなら、それらは現在の映画とは少し違う文法で現在とは少し違う風俗が語られる外国語のよう

なものだからだ。だが、現在とは違う映像や音響の技術も含めたその文法や風俗に慣れさえすればまるで知らない国の言葉が

分かるように当時の映画が楽しめるようになる。そこで戦前の日本映画を１本（サイレントではなく音声のあるもの）、戦後 50 年代

までの白黒の日本映画を１本、レンタルや図書館等で手に入る範囲のものでいいので、興味を惹かれる内容の作品を１本づつ選
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び、じっくり見、聞いて、未知の映像言語の世界に足を踏み入れる準備をしておいてください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FC111 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

美術の歴史 

(History of Art) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 

西欧中世キリスト教社会の美術を時代ごとに追いながら、代表的な作品への理解を深

める。 

担当者名 

（Instructor） 
毛塚 実江子(KEZUKA MIEKO) 

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） 
CMP2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

古代末期から約１０００年のヨーロッパ中世の美術作品を概観する。ルネサンス以降の三次元的な空間とは大きく異なる独自の

表現を知る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

本講義は中世美術の遺例を、それぞれの時代に特徴をとらえ、理解を深めることを目的とする。古代から中世末期まで作品解釈

を加える通史であるが、写本作例を多く扱う（全 14 回）。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 古代地中海世界の美術とその特徴、ギリシアとローマ 

2. 誕生期のキリスト教美術１ 葬礼美術からの発展 

3. 誕生期のキリスト教美術２ モザイク壁画を見る 

4. 聖書の図像伝統 1 旧約聖書写本 

5. 聖書の図像伝統 2 新約聖書とキリスト伝 

6. 島嶼の美術 ケルトとゲルマンの伝統 

7. フランク王国の美術 メロヴィング朝と初期の修道院 

8. カロリングルネサンス カール大帝と宮廷美術 

9. ビザンティンとイスラームの建築と美術 

10. イベリア半島の美術 アンダルスと北部キリスト教国の美術 

11. 起源 1000 年頃の美術 ロマネスクの始まり 

12. ロマネスク美術の広がり 巡礼路と教会 

13. ゴシック美術 大聖堂と都市の美術 

14. ゴシックから中世末期の美術  

 

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

講義で紹介した中、あるいはその関連作品から、各自の興味を持った作品について、プリントで挙げられた文献などを参考に知

識をより深めてほしい。試験ではその作品についての自由記述問題を出題する（600 文字程度のミニレポート＝30 点相当）。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(70%)/出席およびコメントシート(30%) 

授業態度も考慮されるので私語に注意すること。なお単位取得のため 4 分の 3 以上の出席が前提とされる。 

 

テキスト（Textbooks） 

各回講義プリントを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

各回の内容に応じてプリントにて参考文献を紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業では歴史を概略したのち美術作品を紹介しつつ解釈を行う。コメントシートは 2～3 回に一回 

自由にコメントを提出してもらい、その中の意見や質問を可能な限り次回にフィードバックする形式で行う。授業内容に関しても学

生の積極的な参加が望ましい。 

 

注意事項（Notice） 
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■FC112 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

美術の歴史 

(History of Art) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
19 世紀フランス美術の歴史 

担当者名 

（Instructor） 
近藤 学(KONDOU GAKU) 

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） 
CMP2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

美術作品を単なる好き嫌いではなく歴史的に理解する方法を身につける。 

 

授業の内容（Course Contents） 

 この講義ではとくに歴史的・社会的背景に注目しながら 19 世紀フランス美術の流れを概観する。趣味（好き嫌い）だけで接して

いるとよそよそしく感じられる美術家・美術作品が、背景を学ぶと思いがけず興味深いものに見えてくることもあるかもしれない。

できるだけわかりやすく解説するので、予備知識がゼロでも、知的な好奇心やチャレンジ精神のある方ならどなたでも歓迎する。 

 美術の歴史は多様かつ幅広いため、一学期間の授業で全体を見渡し、充分な考察を加えるのはなかなか難しい。そこでこの授

業では 19 世紀のフランスに現われた主要な美術家・美術運動に対象を絞ったうえで、それぞれの事例をじっくり見ていく（全カリ

には、より広範な視点に立った美術関連科目もある。そちらを希望される方はシラバスで調べてみることをお勧めする）。19 世紀

フランスは後世に大きな影響を及ぼす根本的な変化が数多く起きた時代である。講義の中でも「社会の中で美術家はどのような

役割を果たすか」「美術作品はどのようなものとして捉えられていたか」といった問いかけを随時織り交ぜていくので、聞いてもら

えば他の時代・地域の美術を見るさいにも参考にしていただけるだろう。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション（必ず出席すること） 

2. 印象派(1) 

3. 公式美術（アカデミスム）の制度と様式(1)：アカデミー 

4. 公式美術（アカデミスム）の制度と様式(2)：国立美術学校 

5. 公式美術（アカデミスム）の制度と様式(3)：サロン（官展） 

6. 19 世紀フランスの新しい風景画(1) 

7. 19 世紀フランスの新しい風景画(2) 

8. レアリスム：クールベ(1) 

9. レアリスム：クールベ(2) 

10. レアリスム：マネ(1) 

11. レアリスム：マネ(2) 

12. レアリスム：マネ(3) 

13. 印象派(2) 

14. まとめ 

 

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

毎回使用するスライドを＊＊授業終了後に＊＊Blackboardに掲載する（PDF形式・あくまで復習用なので授業前のアップロード

はできない）。 

また学期中に首都圏で開催される展覧会や各美術館のなかから授業と関連の深いものを選んで紹介する。予復習を兼ねてぜひ

足を運んでほしい。鑑賞に行った場合、成績評価のさいに勘案する。詳細については授業内で説明する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(70%)/コメントカード兼出席票(30%) 

毎回コメントカード（リアクションペーパー）を提出し、「授業参加度」として成績評価対象とする。単位取得には 80%以上の出席が

必要。提出するだけでなく内容も重要 (短すぎるもの、授業とまったく関係のない内容は遅刻と見なす) 。3 回遅刻=欠席 1 回と見

なす。 

 

テキスト（Textbooks） 

参考文献・授業内容に関連する首都圏で開催中の展覧会は、希望があれば Blackboardで紹介する。 

 

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

上記授業予定は履修者の理解度に応じて随時調整する。 

 

注意事項（Notice） 
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■FC113 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

美術と社会 

(Art and Society) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
百年戦争の時代の美術 

担当者名 

（Instructor） 
黒岩 三恵(KUROIWA MIE) 

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） 
CMP2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

西洋美術史上ゴシック期の後期から初期ルネサンス期にあたる 14 世紀と 15 世紀における美術について、宮廷美術を中心とし

てその多面性や芸術庇護の特性について多面的に理解する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

イングランド、フランス、ブルゴーニュ公国、アヴィニョン教皇庁に焦点を当て、多彩な主題と洗練された装飾性を特徴とする城

館、彩飾写本、壁画・油彩画、彫刻、各種の工芸といった作例に触れて、その造形意匠の特徴を把握する。同時に、宮廷を舞台

に権力者が繰り広げる芸術庇護の文化的、政治的な特性を同時代の文学作品や古文書等に触れることで理解し、所謂国際ゴシ

ック様式という概念を批判的に再検討する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 歴史的背景：百年戦争 

3. 宮廷と美術１：フランス 

4. 宮廷と美術２：イングランド 

5. 宮廷と美術３：ブルゴーニュ公国 

6. 宮廷と美術４：アヴィニョン教皇庁・小エッセイ 

7. 彩飾写本１：芸術パトロネージと図書収集 

8. 彩飾写本２：王権と歴史 

9. 彩飾写本３：信仰の個人化 

10. 彩飾写本４：文学と宮廷風恋愛・小エッセイ 

11. 国際ゴシック様式１：美術のローカル性とグローバル性 

12. 国際ゴシック様式２：研究史上の位置づけ（EU との関係） 

13. 国際ゴシック様式：本当にあったのか？ 

14. 総括 

 

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

日本ではあまり紹介されて来ていない各種の美術作品を取り上げるので、それらへの理解を深めるために、講義中に紹介した参

考文献、美術館や物価資源データベース等のウェブサイトは必ず閲覧すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(70%)/小エッセイ（合計）(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 城戸毅、2010、『百年戦争 : 中世末期の英仏関係』、刀水書房 (ISBN:9784887083790) 

2. Erik Inglis. 2011. Jean Fouquet and the invention of France : art and nation after the Hundred Years War. Yale University 

Press (ISBN:9780300134438) 

3. ブルゴーニュ公国史研究会、2012、『ブルゴーニュ国家の形成と変容 : 権力・制度・文化』、北海道大学出版会 

(ISBN:9784832967724) 

4. 佐々木英也、富永良子、1995、『世界美術大全集西洋編 第 10 巻 ゴシック』、小学館 (ISBN:4096010103) 

5. 徳井 淑子、2012、『涙と眼の文化史―中世ヨーロッパの標章と恋愛思想』、東信堂 (ISBN:4798901377) 

6. J. ホイジンガ、2001、『中世の秋〈1〉 (中公クラシックス)』、中央公論新社 (ISBN:4121600002) 

7. 田桐 正彦、2013、『オルレアン公詩歌帖の世界―シャルル・ドルレアンとヴィヨン』、三元社 (ISBN:4883033384) 

そのほか参考文献や美術作品のウェブサイト、電子データベースについては随時授業時に指示する。 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FC114 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

美術と社会 

(Art and Society) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
西洋美術と権力の表象 

担当者名 

（Instructor） 
黒岩 三恵(KUROIWA MIE) 

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） 
CMP2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

西洋美術を中心として、政治的な意図をもって制作され共有された美術の様々な例を通じて、イメージの社会における役割、権力

の視覚化の特徴について理解する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

古代のモニュメント、中世の歴史図像や聖書図像、墓所、近代の歴史画、公共建築物などを例として、時の為政者が美術作品を

どのように利用したのかを多角的に考察する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス－ナポレオン 1 世のイメージ戦略１ 

2. ナポレオン 1 世のイメージ戦略２ 

3. 当事者の視点と視像：バイユー・タピスリー１ 

4. 当事者の視点と視像：バイユー・タピスリー２ 

5. 当事者の視点と視像：バイユー・タピスリー３・小エッセイ 

6. 宗教・社会・歴史：パルテノン神殿１ 

7. 宗教・社会・歴史：パルテノン神殿２ 

8. 宗教・社会・歴史：パルテノン神殿３・小エッセイ 

9. 権力の聖性：パリ、サント・シャペル１ 

10. 権力の聖性：パリ、サント・シャペル２ 

11. 権力と芸術庇護：メディチ家１・小エッセイ 

12. 権力と芸術庇護：メディチ家２ 

13. 権力と芸術庇護：メディチ家３ 

14. 総括 

 

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

取り扱うテーマに沿った参考文献に目を通しておくことが望ましい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(70%)/リアクションペーパー(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 鈴木杜幾子、1994、『ナポレオン伝説の形成 : フランス 19世紀美術のもう一つの顔』、筑摩書房 (ISBN:4480051988) 

2. 鶴島博和、2015、『バイユーの綴織 (タペストリ) を読む : 中世のイングランドと環海峡世界』、山川出版社 

(ISBN:9784634640726) 

3. 池浩三、2008、『パルテノンの世界 : その建築システムの復元的考察』、中央公論美術出版 (ISBN:9784805505847) 

4. 前川久美子、2009、『巡礼としての絵画 : メディチ宮のマギ礼拝堂とゴッツォリの語りの技法』、工作舎 (ISBN:9784875024217) 

5. 松本典昭、2015、『メディチ宮廷のプロパガンダ美術 : パラッツォ・ヴェッキオを読み解く』、ミネルヴァ書房 

(ISBN:9784623074228) 

そのほか参考文献等は随時授業中に紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FC115 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

音楽の歴史 

(History of Music) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
西洋音楽の歴史と理論 

担当者名 

（Instructor） 
星野 宏美(HOSHINO HIROMI) 

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） 
CMP2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

古代から現代まで、西洋音楽の歴史的変遷を理解するとともに、日常的に身近に聞いている音や音楽を、自らの論理と体系を持

つ生命体として捉える。 

 

授業の内容（Course Contents） 

講義。西洋音楽史の最重要な専門用語や基本概念を歴史的な視点から論じる。毎回の授業では音楽を実際に聴き、楽譜を用い

ながら分析を加える。音楽的能力（実技、楽典等）は問わないが、積極的な関心と意欲は必須。とくに理論的な側面に重点を置く

ので、学としての音楽との対峙を想定してほしい。下記のようなトピックを論じつつ、各時代（古代、中世、ルネサンス、バロック、

古典・ロマン派、世紀転換期、現代）の音楽の特徴を考察する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 西洋音楽史の時代区分 

2. 音楽とは 

3. 音楽の構成（音、静寂、時間など） 

4. 音楽の素材（旋律、和声、リズム、音色、音強など） 

5. 音楽の記憶（形式、内容、感情、理念など） 

6. 音律（調律） 

7. 協和音程と不協和音程 

8. 音名（ドレミ）の起源 

9. 楽譜の基礎（五線、音部記号、調号など） 

10. さまざまな音階・旋法 

11. モノフォニー、ポリフォニー、ホモフォニー 

12. 和音の種類 

13. 調性とその崩壊 

14. 言葉と音楽 

 

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

図書館所蔵の音楽事典類、AV コーナーの資料等を活用されたい。授業中に随時、具体的な活用法を紹介する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業内小テストないし次週までの小レポートを毎回課し（兼出席票）、それらを合算(100%) 

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ない。 

 

テキスト（Textbooks） 

とくに指定しない。 

 

参考文献（Readings） 

授業中に指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

時間厳守。私語厳禁。質問や指摘、討論はもちろん歓迎する。毎回の小テストや小レポートの概要を初回の授業で説明するの

で、必ず出席すること。 

 

注意事項（Notice） 
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■FC116 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

音楽の歴史 

(History of Music) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
近代フランスの音楽と文化 

担当者名 

（Instructor） 
神保 夏子(JIMBOU NATSUKO) 

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） 
CMP2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

19～20 世紀のフランスの芸術音楽文化への理解と関心を高め、関連する音楽史上の重要なトピックについて具体的な事例に即

して説明できる。  

 

授業の内容（Course Contents） 

本授業では、日本人にとっても比較的なじみ深い「ベル・エポック」と呼ばれる時代を中心に、19世紀後半から 20 世紀中葉にか

けてのフランスの芸術音楽と文化の諸相を辿ります。主要な音楽家の作品を通して、「フランス音楽」や「フランスにおける音楽」

の歩みを追いながら、文学・美術・舞踊などの関連する諸芸術や文化史上のトピックについても、様々な角度から理解を深めてい

く予定です。授業では豊富な視聴覚資料を活用し、できるだけ皆さんの耳や目で実際に音楽に触れていただく機会を設けたいと

思います。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 19 世紀パリの音楽文化 

3. 普仏戦争と「フランス音楽」の復興 

4. 近代フランスの作曲家たち(1) サン＝サーンスとフォーレ 

5. 近代フランスの作曲家たち(2) ドビュッシーとラヴェル 

6. フランス音楽と文学 

7. 諸外国からの霊感(1) 異国趣味とスペイン 

8. 諸外国からの霊感(2) ロシア音楽とバレエ・リュス 

9. 諸外国からの霊感(3) アメリカと大衆音楽 

10. 近代フランスの作曲家たち(3) エリック・サティ 

11. 近代フランスの作曲家たち(4) フランス六人組 

12. テクノロジーと新たなメディア 

13. 戦争と音楽 

14. 第二次世界大戦後の新たな展開 

 

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

・講義内容の性格上、人名・作品名等の固有名詞が頻出します。授業内で紹介する参考書や音楽事典などをガイドラインにしな

がら、各自で予習・復習を進めてください。 

・時間の都合上授業内で視聴できなかった参考音源・動画等に関する情報も、Blackboard上で随時紹介していきます。理解を深

めるため、ぜひ積極的に視聴してみてください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(70%)/授業内提出物(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

共通のテキストは特に指定せず、配布資料に即して進めます。 

 

参考文献（Readings） 

1. 今谷和徳・井上さつき、2010、『フランス音楽史』、春秋社 (ISBN:9784393931875) 

2. フランソワ・ポルシル、2016、『ベル・エポックの音楽家たち――セザール・フランクから映画の音楽まで』、水声社 

(ISBN:9784801001695) 

3. ロジャー・シャタック、2015、『祝宴の時代――ベル・エポックと「アヴァンギャルド」の誕生』、白水社 (ISBN:9784560084540) 

各回のトピックに即して授業内で適宜紹介します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

・授業内で使用した配布物とパワーポイント資料は原則 3 日以内に Blackboardにアップします。欠席した場合は各自でダウンロ
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ードし、学習を補うようにしてください。 

・原則として授業回数の 2/3 の出席がない場合、成績評価の対象としません。 

・授業中の途中退出や私語、他の受講者への迷惑となる行為は固く禁じます。やむを得ない事情で退出する場合は教員まで一

言申し出るようにしてください。 

・代理出席や提出物の代筆を含む不正行為が発覚した場合は、出席取消、減点、単位取消などの措置を講じることがあります。 

 

注意事項（Notice） 
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■FC117 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

音楽と社会 

(Music and Society) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 

19 世紀前半ドイツの交響曲 

メンデルスゾーンの《宗教改革交響曲》と《交響曲カンタータ》を巡って 

担当者名 

（Instructor） 
星野 宏美(HOSHINO HIROMI) 

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） 
CMP2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

メンデルスゾーンの交響曲２作を例に、成立当時（19 世紀前半）のヨーロッパ社会のコンテクストに音楽を位置づけつつ理解を深

める。 

 

授業の内容（Course Contents） 

講義。2017 年の宗教改革 500年を機に、メンデルスゾーンの《宗教改革交響曲》と《交響曲カンタータ》の再評価がなされている。

これまで彼の交響曲と言えば、「スコットランド交響曲」と「イタリア交響曲」の 2 作が飛び抜けてポピュラーであり、メンデルスゾー

ンは異国の風景や旅情を音で描いたシンフォニストとして見なされてきた。すなわち、ドイツ交響曲の本道からは周縁に位置づけ

られてきたのだが、《宗教改革交響曲》と《交響曲カンタータ》の 2作はまさにドイツ的なテーマに対峙した、若き巨匠メンデルスゾ

ーンの革新的な野心作である。この講義では、この 2 作を、交響曲のジャンル史において再考するととも、19 世紀前半当時、コン

テクストを共有したさまざまなジャンルの作品を取り混ぜて、分析、解釈する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. シンフォニストとしてのメンデルスゾーン像の変遷 

2. ベートーヴェン以後の大交響曲 

3. メンデルスゾーンの初期シンフォニアと《宗教改革交響曲》 

4. コラール《堅き砦》の伝統的編曲 

5. 管弦楽曲におけるコラール引用 

6. オペラにおけるコラール引用 

7. 舞台神聖祝祭劇 

8. 祝祭と交響曲、序曲 

9. 合唱付き交響曲 

10. 交響曲付きカンタータ 

11. もうひとつの交響曲カンタータ《最初のワルプルギスの夜》 

12. 讃え歌 allgemeiner Lobgesang / Hymn of praise 

13. ルターとグーテンベルクとドイツ・ナショナリズム 

14. 世俗と宗教の交錯 

 

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

図書館所蔵の音楽事典類、AV コーナーの資料等を活用されたい。授業中に随時、具体的な活用法を紹介する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/授業の理解度を問う小テスト・小レポート(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

とくに指定しない。 

 

参考文献（Readings） 

授業中に適宜指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

その他 時間厳守。私語厳禁。質問や指摘，討論はもちろん歓迎する。 

 

注意事項（Notice） 
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■FC118 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

音楽と社会 

(Music and Society) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
音楽する人―人の多様な感性と表現の可能性を知る 

担当者名 

（Instructor） 
横井 雅子(YOKOI MASAKO) 

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） 
CMP2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

この授業では世界の人々の歴史と生活を彩ってきた音楽（伝統音楽、俗に"民族音楽"として知られるもの、大衆音楽）や芸能の

ありさまを、地域や民族、時代の駐留との関わりを通して考察する。 

音楽について学ぶが、必ずしも音楽そのものだけがフォーカスされるのではなく、その周辺にあるものに広く目を向ける。 

 

授業の内容（Course Contents） 

基本的に講義形式。さまざまな地域の音楽や芸能にかかわる読み切り（あるいは２回連続）のテーマを設け、多くの音源、映像資

料を通して当該テーマの理解を深めることをめざす。回により、音楽的側面、社会的側面、文化的側面、関連領域との関わりなど

をクローズアップする。受講生が事象としての音とそれが発せられている様子を通して対象を理解する手助けとしたい。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 音楽的感性を知る―音楽のための音、声 

2. 歌う人―人が歌うことの意味を考える 

3. なぜ楽器は作られるのか―人が楽器によってめざすもの 

4. 自然と音楽―自然の表象としての音楽 

5. 職能としての音楽―音楽を専業とする人々と社会 

6. 信仰と音楽―神の音像としての音楽 

7. 身体動作と音楽―舞踊を支える音楽 

8. 芝居を彩る音楽―演劇と音楽の不可分性を知る 

9. 年中行事、通過儀礼としての音楽 

10. 人の移動と音楽の変化 

11. 観光化と音楽・芸能 

12. 伝統音楽とポピュラー音楽―みんな最初はローカルだった 

13. 記号としての"民族音楽"―固定化されるイメージと消費 

14. 現代における"伝統音楽"とは 

 

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

音楽を専門とする学生はほとんどいないと考えられ、特に知識を積むための授業でもないが、先入観や個人的な好みから離れ

て、さまざまな音楽をまずは聴いてみようという姿勢を尊重したい。授業の中で取り上げた例や関連する音楽を自発的に聴きなお

す、あるいは探すことをぜひしてほしい。 

音源・映像を多用するので、私語厳禁。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

随時課すコメントペーパーの内容（75％）、授業内最終レポート（25％）(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

各授業回にプリントを配布する 

 

参考文献（Readings） 

参考資料は各回のプリントの中で紹介する 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

初回授業で実施の詳細を説明するので、必ず出席すること 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 384 - 

■FC119 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

美術論演習 

(Seminar:Art Theory) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
美術作品の記述、分析、比較 

担当者名 

（Instructor） 
奈良澤 由美(NARASAWA YUMI) 

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） 
CMP2350 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
定員 30 名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

美術作品をどのように「見る」か。美術史の基本的方法論を学び、実践を通して、作品に対する多角的な視点を獲得する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

西洋の幅広い時代・地域から用意した作品リストから、各受講者は自分の作品を選ぶ。文献資料の探し方、データの扱い方、デ

ィスクリプション（作品記述）の基礎についての指南を順次受けながら、発表を準備し、ローテーションに従って口頭発表と討論を

行う。各々の作品について、何が表されているか（「図像」）、どのように表されているか（「表現様式」）、時代のコンテクストの中で

どのように解釈することができるのか考察していく。途中、美術のテーマ・ジャンル別に比較考察を全体で行い、コメントペーパー

および小エッセイによって各自の理解と考察を述べる。最終的に発表を基礎にレポートとして提出する。講義の進行は受講者数

によって調整される。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス：作品リストの配布と発表者の決定 

2. オリエンテーション：デスクリプション（作品記述）とは 

3. 発表と討論 

4. 発表と討論 

5. 比較考察、応用 

6. 発表と討論 

7. 発表と討論 

8. 比較考察、応用 

9. 発表と討論 

10. 発表と討論 

11. 比較考察、応用 

12. 発表と討論 

13. 発表と討論 

14. 発表と討論 

 

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

発表者は 15～20 分程度のプレゼンテーションをパワーポイントによって準備すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(30%)/発表(30%)/討論への参加、小エッセイ、コメントペーパー(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

授業で随時紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FC120 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

美術論演習 

(Seminar:Art Theory) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
展覧会を愉しむ 

担当者名 

（Instructor） 
宮内 ふじ乃(MIYAUCHI FUJINO) 

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） 
CMP2350 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
定員 30 名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

企画性の高い展覧会に行き，実作品を鑑賞することで作品を見る目を養い，展示作品を通して美術の持つ力を体感する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

受講生が展覧会に積極的に足を運び，展覧会について授業内で報告をする。発表に際しては，まず見学した展覧会をパワーポ

イントを使って紹介し，次いで展覧会の企画，展示作品，カタログの批評を行い，参加者全員で展覧会のコンセプトや作品につい

て討論する。最終的に発表内容を基にレポートを提出する。授業の進行は受講者数によって調整される。  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 展覧会評１ 

3. 展覧会評２ 

4. カタログ評１ 

5. 口頭発表と討論 

6. 口頭発表と討論 

7. 口頭発表と討論 

8. 口頭発表と討論 

9. 口頭発表と討論 

10. 口頭発表と討論 

11. 口頭発表と討論 

12. 口頭発表と討論 

13. 口頭発表と討論 

14. 口頭発表と討論 

 

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

必ず複数の企画展を見に行くこと。 

パワーポイントによるプレゼンテーションの準備をすること。  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表時の準備と報告(50%)/担当時以外の討論への参加状況(20%)/レポート(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特に指定しない。 

 

参考文献（Readings） 

特に指定しない。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FC121 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

音楽論演習 

(Seminar:Music Theory) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
オペラ史 

担当者名 

（Instructor） 
星野 宏美(HOSHINO HIROMI) 

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） 
CMP2350 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
定員 30 名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

映像資料を用いてオペラを鑑賞し、作曲家と作品について学ぶとともに、時代的背景や題材、演奏や演出のあり方など、多角的

な視点から考察する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

演習形式。初めの数回で教員が指針を与えた後、全受講生が発表を担当する。原則として毎回、１作のオペラを取り上げる。各

回の担当者は、事前に必要事項を調査・分析した上で、鑑賞の手引きとしてレジュメ作成および口頭発表を行い、鑑賞後の討論

を導く。受講人数によってはグループ発表となる。各国・各時代の代表作を中心に、多様な作品に触れることを目指すが、受講者

の積極的な希望、提案があれば優先したい。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 総合芸術としてのオペラ 

2. 音楽史とオペラ史 

3. オペラの前身 

4. バロック１（イタリアにおけるオペラ誕生） 

5. バロック２（型の生成） 

6. バロック３（各国への普及） 

7. 古典派１（オペラの国際化とイタリアの支配力） 

8. 古典派２（宮廷文化から市民文化へ） 

9. ロマン派１（各国のアイデンティティを求めて） 

10. ロマン派２（聖俗の新たな交錯） 

11. ロマン派３（オペレッタの誕生） 

12. 20 世紀以降（音楽と内容の多様化） 

13. 新たな総合芸術（ミュージカル、映画など）との関係 

14. 現代日本におけるオペラの意味 

 

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

図書館所蔵の音楽事典類、AV コーナーの資料等を活用されたい。授業中に随時、具体的な活用法を紹介する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

担当回の発表、および毎回の討論とリアクション・ペーパー(60%)/最終レポート(Final Report)(40%) 

3/4 以上の出席をしていない場合は、成績評価の対象としない。 

 

テキスト（Textbooks） 

とくに指定しない。 

 

参考文献（Readings） 

授業中に指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

初めの数回の授業で取り上げる作品と担当者を決定するので、初回の授業に必ず出席すること。 

 

注意事項（Notice） 
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■FC122 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

音楽論演習 

(Seminar:Music Theory) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
オペラ史 

担当者名 

（Instructor） 
星野 宏美(HOSHINO HIROMI) 

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） 
CMP2350 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
定員 30 名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

映像資料を用いてオペラを鑑賞し、作曲家と作品について学ぶとともに、時代的背景や題材、演奏や演出のあり方など、多角的

な視点から考察する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

演習形式。初めの数回で教員が指針を与えた後、全受講生が発表を担当する。原則として毎回、１作のオペラを取り上げる。各

回の担当者は、事前に必要事項を調査・分析した上で、鑑賞の手引きとしてレジュメ作成および口頭発表を行い、鑑賞後の討論

を導く。受講人数によってはグループ発表となる。各国・各時代の代表作を中心に、多様な作品に触れることを目指すが、受講者

の積極的な希望、提案があれば優先したい。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 総合芸術としてのオペラ 

2. 音楽史とオペラ史 

3. オペラの前身 

4. バロック１（イタリアにおけるオペラ誕生） 

5. バロック２（型の生成） 

6. バロック３（各国への普及） 

7. 古典派１（オペラの国際化とイタリアの支配力） 

8. 古典派２（宮廷文化から市民文化へ） 

9. ロマン派１（各国のアイデンティティを求めて） 

10. ロマン派２（聖俗の新たな交錯） 

11. ロマン派３（オペレッタの誕生） 

12. 20 世紀以降（音楽と内容の多様化） 

13. 新たな総合芸術（ミュージカル、映画など）との関係 

14. 現代日本におけるオペラの意味 

 

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

図書館所蔵の音楽事典類、AV コーナーの資料等を活用されたい。授業中に随時、具体的な活用法を紹介する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

担当回の発表、および毎回の討論とリアクション・ペーパー(60%)/最終レポート(Final Report)(40%) 

3/4 以上の出席をしていない場合は、成績評価の対象としない。 

 

テキスト（Textbooks） 

とくに指定しない。 

 

参考文献（Readings） 

授業中に指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

初めの数回の授業で取り上げる作品と担当者を決定するので、初回の授業に必ず出席すること。 

 

注意事項（Notice） 
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■FC123 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

キリスト教美術 

(Christian Art) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
美術における聖母：聖母の図像学入門 

担当者名 

（Instructor） 
黒岩 三恵(KUROIWA MIE) 

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） 
CMP2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

キリスト教美術で重要な位置を占める聖母マリアについて、旧約・新約聖書を参照しながら主要な図像の類型や、その背景にあ

る教義、思想、美術家の意図について理解し、代表的な作品の解釈ができることを目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

キリスト教美術は、ラテン語を解しない無学者すなわち一般信徒の聖書と比喩されることが知られるように、難解・複雑な教義を

視覚化することで受容されやすくし、視覚を通じて超越的な真理へと信徒の信仰心を導く意図を持って制作された。この講義で

は、数多くの作品が制作された聖母に焦点を当て、彼女をめぐる教義や信仰のあり方にも触れながら、主要作品について掘り下

げて解釈を行っていく。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス・聖母とは何か？ 

2. 聖母伝の図像（受胎告知１） 

3. 受胎告知２・小エッセイ 

4. 聖母伝：聖母の生涯１ 

5. 聖母伝：聖母の生涯２ 

6. 聖母伝：聖母の生涯３・小エッセイ 

7. 旧約聖書と聖母：エッサイの樹 

8. 聖母の家系図：聖アンナ三代ほか 

9. 旧約聖書と聖母：雅歌１ 

10. 旧約聖書と聖母：雅歌２ 

11. 小エッセイ・聖母子像 

12. 聖母子像 

13. 聖母子像 

14. まとめ 

 

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

配布資料などを基に、典拠となる聖書抜粋などには必ず目を通すこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(70%)/小エッセイ(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

参考文献、展覧会等については授業時に随時紹介する。授業時に使用する聖書の抜粋などは資料として随時配布する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FC124 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

キリスト教音楽 

(Christian Music) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 

18/19 世紀ドイツ・オラトリオの系譜 

メンデルスゾーンの《パウロ》と《エリヤ》を巡って 

担当者名 

（Instructor） 
星野 宏美(HOSHINO HIROMI) 

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） 
CMP2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

オラトリオおよび周辺ジャンルの代表作を通して、18〜19 世紀のヨーロッパ社会における音楽と宗教、娯楽と建徳を考察する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

講義。オラトリオは宗教的な内容を歌詞とし、独唱と合唱、オーケストラのために作曲された大規模、大編成の作品である。メンデ

ルスゾーンの 2 作を中心に、この 2 作に影響を与えた作品を取り上げ、題材や音楽的特徴、作品成立の背景などを検討する。毎

回の授業では作品を実際に聴き、楽譜を用いながら分析を加える。音楽的能力（実技、楽典等）は問わないが、積極的な関心と

意欲は必須。また、歌詞は主にドイツ語、加えて、英語、ラテン語などの外国語なので、授業で配布する対訳をもとに、内容を理

解しようとする努力を期待する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オラトリオと周辺ジャンル 

2. メンデルスゾーンの《パウロ》 

3. メンデルスゾーンの《エリヤ》 

4. バッハの《マタイ受難曲》 

5. バッハの《ヨハネ受難曲》 

6. ヘンデルの《エジプトのイスラエル人》 

7. ヘンデルの《メサイア》 

8. ハイドンの《天地創造》 

9. ハイドンの《四季》 

10. ベートーヴェンの《ミサ・ソレムニス》 

11. グラウンの《イエスの死》 

12. 《パウロ》再考 

13. 《エリヤ》再考 

14. まとめ 

 

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

図書館所蔵の音楽事典類、AV コーナーの資料等を活用されたい。授業中に随時、具体的な活用法を紹介する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/授業の理解度を問う小テスト・小レポート(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

とくに指定しない。 

 

参考文献（Readings） 

授業中に指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

時間厳守。私語厳禁。質問や指摘，討論はもちろん歓迎する。 

 

注意事項（Notice） 
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■FC125 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

都市と芸術 

(City and Art) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
ロシアの芸術音楽～イヴァン雷帝からソチ・オリンピックまで～ 

担当者名 

（Instructor） 
一柳 富美子(HITOTSUYANAGI FUMIKO) 

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） 
CMP2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

ロシア史とロシアの芸術音楽の正しい知識を習得し、ネットなど世間に出回っている情報の真贋の見分け方を身につけて、21 世

紀の日本の国際関係を考慮するときに必要不可欠な隣国ロシアを深く知る為の、有効で平和的なチャンネルを獲得して貰う。 

 

授業の内容（Course Contents） 

ロシア芸術音楽の演奏の現場、最新の研究動向、西ヨーロッパとの普段の交流、ソ連時代 70年間の様々な遺産などをベース

に、編年体で１回完結の講義を行う。毎回、独自の資料を配付し、音声や映像資料を豊富に鑑賞する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション。音楽を軸としたロシア史 600 年の概観、芸術音楽における「ロシア学」の現在。 

2. ロシアの教会音楽の歴史と現状、ロシア正教に関する基本知識の確認 

3. 17～18 世紀のロシア宮廷文化と音楽。バレエの萌芽、農奴劇場の隆盛。 

4. 「ロシア音楽の父」グリーンカの実態と 19 世紀初頭の芸術音楽 

5. 国民楽派の実態。「ロシア・ファースト」を唱えざるを得なかった彼らの事情。 

6. ムーソルグスキイと農奴解放以降の民族主義 

7. チャイコーフスキイによるロシア音楽のグローバル化の始まり 

8. ロシア的なるものを追求し続けたリームスキイ=コールサコフの果たした役割 

9. 「ピアノ大国・ロシア」の誕生。ポスト国民楽派と世紀末の諸芸術 

10. 声楽作品の「統音論」に見るナショナリズムの完成と新世界への扉 

11. 「ロシアバレエ団」という現象の意義、20 世紀初頭、西欧におけるロシアブームとロシア国内事情 

12. ラフマーニノフの出現、ロシア芸術音楽の大衆化現象。 

13. プロコーフィエフとロシア・ソ連。時代に翻弄された音楽家。 

14. 音楽のソ連時代、新生ロシアと芸術音楽。芸術にとってソ連 70年とは何だったのかをショスタコーヴィチを軸に振り返りつ

つ、21 世紀の我々日本人は音楽を通じてロシアとどう向き合えるのかを考える。 

 

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

授業の性格上、予習は不可能で不要。ロシア音楽に関する文字情報は、日本語も英語もロシア語さえも間違いだらけなので、指

定した文献以外は読む必要なし。その代わり、授業で紹介した音楽をたくさん聴いて欲しい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(70%)/出席兼コメントペーパーの内容(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

毎回オリジナルの資料を配付する 

 

参考文献（Readings） 

1. 一柳富美子、2007、『ムソルグスキー』、東洋書店 (ISBN:978-4-88595-727-7) 

2. 一柳富美子、2012、『ラフマニノフ』、東洋書店 (ISBN:978-4-86459-069-3) 

2015 年に東洋書店が廃業し、現在は共に入手困難な状況なので、無理に購入する必要はない。図書館で読んで欲しい。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

初回に簡単な記名アンケートを実施して、授業運営の参考にする予定。睡魔と闘う危険な時間帯だが、居眠り・私語など不適切

な授業態度に対しては容赦なく叱責する。 

 

注意事項（Notice） 
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■FC126 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

建築と文化 

(Architecture and Its Culture) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
日本建築・都市の歴史と文化 

担当者名 

（Instructor） 
服部 佐智子(HATTORI SACHIKO) 

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） 
CMP2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

古代から近代における各時代の建築や都市の特徴とその変容過程を通して、日本の社会・文化および異文化との交流について

理解できるようになることを目的とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

日本では、中国大陸・朝鮮半島・西洋から、その文化、宗教、政治制度、思想を取り込み、日本の気候風土や既存の文化・宗教と

融合させ、様々な建築や都市を築いてきた。同時に、建築や都市は人々の生活の場であり、新たな文化が生まれ、育まれる場所

でもある。本講義では、前半では住宅を中心に日本人の生活と暮らしについて学び、後半では都市施設へと視野を広げ、日本の

建築や都市の特徴やその変遷と、そこで生きていた人々の生活・文化を学ぶ。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション（世界の中の日本の建築と文化） 

2. 日本建築の基礎知識 

3. 住まいと文化 1（沓脱文化） 

4. 住まいと文化 2（ユカ座とイス座） 

5. 使い方からみた住宅の歴史 1（接客） 

6. 使い方からみた住宅の歴史 2（団欒） 

7. 江戸の成り立ち 

8. 東京の成り立ち 

9. 住まいと文化 3（食生活と暮らし） 

10. 住まいと文化 4（水回りと暮らし） 

11. 衛生と建築・都市（公衆浴場、病院など） 

12. 社交と建築・都市（ホテルなど） 

13. 娯楽と建築・都市（遊園地など） 

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、必要に応じて授業中に指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(50%)/リアクションペーパーの内容(30%)/提出物（2 回）(20%) 

欠席回数が 4 回以上の場合には、成績評価の対象としない。 

 

テキスト（Textbooks） 

毎回、プリントを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

授業中に適宜提示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FC127 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

舞踊論 

(Theory of Dance) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
舞踊の意味を探る 

担当者名 

（Instructor） 
糟谷 里美(KASUYA SATOMI) 

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） 
CMP2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2016 年度以降 1 年次入学者対象 

 

授業の目標（Course Objectives） 

本授業は、社会における多種多様な舞踊を取り上げ、現象としての舞踊を理論的科学的に捉えることにより、様々な視点から身

体文化の一つである舞踊の意味を探求する力を涵養する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

本授業は、地域に根差した文化や舞踊家たちの芸術活動の背景に触れながら、そこに出現する様々な舞踊に着目し、関連する

研究を通じて、舞踊への理解を深めていく。取り上げる舞踊は、「生活文化の中の舞踊」「芸術としての舞踊」「教育としての舞踊」

「身体科学の中の舞踊」等である。授業内では、映像を適宜用いながら、舞踊について考察していく。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 舞踊とは何か 

2. 生活文化の中の舞踊 

3. バレエの発祥と発展 

4. モダンダンスの成立背景と展開 

5. バレエ・リュスとその遺産 

6. 芸術としての舞踊 

7. ポストモダンダンスへの橋渡し 

8. バレエとモダンダンスの融合 

9. コンテンポラリーダンスに求められるもの 

10. 教育としての舞踊 

11. 日本における洋舞史 

12. 邦舞と洋舞の違いとは 

13. バレエを科学する 

14. 舞踊をめぐる様々な視点 

 

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

授業内容に関連した舞踊を、劇場において生（ライブ）で観る機会を持ち、舞踊への理解を深めることが望ましい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(50%)/出席および授業に取り組む姿勢(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業内で資料（プリント）を配付する。 

 

参考文献（Readings） 

授業内で紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FC128 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

映像と社会 

(Visual Expression and Society) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
映像と現代社会の関係性について 

担当者名 

（Instructor） 
築地 正明(TSUKIJI MASAAKI) 

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） 
CMP2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

現代における、「映像」と「社会」の相互関係についての理解を深め、今日の複雑かつ多様な「映像化社会」を生きるために必要な

姿勢と、批判的意識を身につけることを目指します。 

 

授業の内容（Course Contents） 

私たちが生きる２１世紀の社会は、高度な映像技術を基盤として成立しています。この授業では、多様な角度から現代の社会の

在り方を示した作品を取り上げ、視聴し、それに基づいて考察を行ないます。なお取り上げる作品は、比較的古い映画が中心と

なります。世間ではあまり知られていない、映画史上の傑作をじっくりと鑑賞します。扱う作品および作者については、その都度、

説明、解説を行ないます。また以下の授業計画は、全体の流れの大まかな目安と考えてください。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 映像の誕生 １９世紀の写真と映画 

3. 作品の鑑賞および解説（１） 

4. 作品の鑑賞および解説（２） 

5. 作品の鑑賞および解説（３） 

6. 作品の鑑賞および解説（４） 

7. 中間まとめ 

8. 作品とその思想（１） 

9. 作品とその思想（２） 

10. 作品とその思想（３） 

11. 作品とその思想（４） 

12. 映像社会の在り方を考える（１） 

13. 映像社会の在り方を考える（２） 

14. 最終まとめ 

 

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

必要に応じて授業内で指示をします。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/授業に臨む姿勢（リアクションペーパー）(60%) 

専門的な知識は不要ですが、映像について真剣に考えてみたい人を歓迎します。 

 

テキスト（Textbooks） 

プリントを配布します。 

 

参考文献（Readings） 

授業内で適宜紹介していきます。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FC129 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

身体表現と哲学 

(Bodily Expression and Philosophy) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
非日常的なものの冒険 

担当者名 

（Instructor） 
堀 千晶(HORI CHIAKI) 

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） 
CMP2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

身体を、精確に体験しなおすこと。  

 

授業の内容（Course Contents） 

 世の中の人は、その大半は、身体をもっています。幽霊さえも、しばしば身体をもっています。雑踏を見わたせば、あちらにも身

体、こちらにも身体……があります。とにかく様々な身体が、世界にはあふれています。しかし、身体が「あふれている」ことは、身

体が「ありふれている」という意味ではありません。 

 ある人の身体は、ほかの誰の身体とも置き換えることのできないものです。つまり、一見意外かもしれませんが、「意識」や「考え

方」よりも、「身体」のほうが、ある意味で、個性的だとすらいえるのです。どんな身体であれ、ありふれたものなどありません。 

 しかし、正確さを欠いた眼（日常を生きるなかで、どんどん差異に鈍感になっていってしまう）には、そう見えてしまうらしいので

す。そうだとするなら、「ありふれていないもの」、「途方もないもの」こそが「あふれている」のを見るためには、世界の過剰さにふ

れるためには、緻密な眼（あるいは、緻密な身体）の育成が、おそらく必要だといえます。 

 しかし身体は、あまりに身近なものであるがゆえに、あるいは、身「近」どころか「身そのもの」であるがゆえに、その個性がよく分

からないというのも、また事実だろうとおもいます。そもそも、私たちは自分自身の顔も全身像も直接見ることができませんし（鏡に

写っている自分の顔は左右反転しています）、自分の身体がどのように機能しているのかもよく知りませんし（たとえば、内臓がい

まちょうどなにを消化・吸収しているのか、精確に知っている人は、ほとんどいないはずです）、自分の身体がどこまで非日常的な

ものに変身できるかもよくわかっていません（おもいきって大胆な格好をはじめてした（あるいは、これからしようとしている）ときの

感情を想起してみてください）。 

 日常的な身体の使い方が、きわめて限定され、制限されたものである以上、人間の身体がもっているポテンシャルは、その狭い

枠内でしか発揮されていません。身体のポテンシャルがどれほどのものなのか、身体はなにをなしうるのか、どんなふうにはたら

くかが分かるのは、身体が日常性の外に出るとき、あるいは、決まった枠組の外に出ざるをえないときのことです。そのような営

みを、ここでは仮に「表現」と呼ぶことにします。 

 前置きが長くなりましたが、本講義が扱うのは、身体を日常的な制約の外に連れ出すような表現行為の歴史です（ひるがえっ

て、それは日常的な身体のありかたを見つめ直すことにもなるとおもいますが、それはあくまで副産物でしょう）。映画、文学、ダン

ス、彫刻、音楽、絵画、写真、衣服……などにおける、身体の表現をとおして、個々の身体が有する個性の途方もなさを、さまざま

な角度から考えてみたいとおもいます。関連する哲学・思想も、ジェンダー／セクシュアリティ／エロス論などを含め、適宜紹介し

ます。 

 以下に授業計画を記しますが、あくまで暫定的で、予定のとおり進むとはまったくかぎらないということを、あらかじめご承知おき

ください。  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 「身体」概念の射程 

3. ピナ・バウシュにふれる（１） 

4. ピナ・バウシュにふれる（２） 

5. 身体／音楽（１）沈黙する映像 

6. 身体／音楽（２）身体を聴く 

7. ジャコメッティ／バルテュス／ジュネ 

8. 映画における亡霊=身体論（１） 

9. 映画における亡霊=身体論（２） 

10. 皮膚と脂肪のコスメティクス 

11. 身体愛（１）穴をあける、彫る、彩色する 

12. 身体愛（２）ばらす、皮をはぐ、はらわたを開く 

13. モードについて――バルトを讃えて 

14. まとめ 

 

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

基本的に、自由。  
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成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FC130 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

ドイツ語圏の文学 

(Literature in the German-speaking sphere) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
― 「私探し」の源流をたどって ー 

担当者名 

（Instructor） 
林 志津江(HAYASHI SHIZUE) 

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） 
CMP2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

ドイツ語圏文学の魅力の一片を、王道と王道じゃないものを取り混ぜつつ、皆さんと楽しみたいと思っています。なぜフィクション

が真実を表現しうるのか（しえないのか）、言語テクストが表現できること、さらにはそこから浮かび上がる人間社会の困難や喜び

について、ご一緒に考えていきましょう。 

 

授業の内容（Course Contents） 

主に 19 世紀〜20 世紀のドイツ語圏文学（戯曲、詩を含む）を、時系列的に扱っていきます。 

文学とは、社会的に構築されるテクストです。ですからこの授業は必然的に、19〜20 世紀のドイツ語圏とヨーロッパ（と日本）を外

観する作業になります。 

作品や作家の概要の説明と並行し、作品テクストの抜粋を読んだ後、各自が一定量の小レポート（リアクションペーパー）を記述

し提出します。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入・オリエンテーション：ドイツ語圏文学って？「ドイツ語圏」ってどこ？？ 

2. ベストセラーの誕生・「カッコいい俺」の生き方：ゲーテ『若きヴェルターの悩み』（1774 年） 

3. この世界の片隅で：ゲオルク・ビューヒナー『ヴォイツェック』（1835 年）その１ 

4. 僕にはあの人しかいないのに：ゲオルク・ビューヒナー『ヴォイツェック』（1835 年）その２ 

5. 身分違いの恋・都市化する社会に生きる本音：テオドーア・フォンターネ『迷い、もつれ』（1888 年） 

6. 満たされない空虚な気持ち：ローベルト・ムージル『寄宿生テルレスの混乱』（1906 年） 

7. 「私」はもういない：カフカ『掟の前で』（1914/15 年）『家父の気がかり』（1917/19 年） 

8. 病を生きること・戦争と個人と民族の運命：トーマス・マン『魔の山』（1924 年） 

9. 失われゆくヨーロッパ的世界・差別する人とされる人：シュテファン・ツヴァイク『書痴メンデル』（1929 年） 

10. 都会に憧れる女の子：イルムガルト・コイン『人工シルクの女の子』（1932 年）その１ 

11. ヴァイマール共和国の光と影：イルムガルト・コイン『人工シルクの女の子』（1932 年）その２ 

12. 大人になりかけの子どもたち・正義の真実について：エーリヒ・ケストナー『飛ぶ教室』（1933 年） 

13. 「アウシュヴィッツの後、詩を書くことは野蛮である」（アドルノ）：パウル・ツェラン「死のフーガ」（1945 年） 

14. ベルリンの壁とともに生きる・ 「オスタルギー」の正体：トーマス・ブルスィヒ『太陽通り』（1999 年） 

 

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

ご自分の日常の全てに言葉で反応して下さい。言葉と人間をめぐる皆さんの日常の全てが、この授業の評価にも現れるはずで

す。 

活字に触れることはもちろん大切です。ぜひ今のうちに、新聞（日刊紙）を読む習慣をつけて下さい。その上で、メディアの情報や

個々のニュースに自分がどんな風に反応しているかを意識してみて下さい。 

生活の中でふれる言葉も大事です。大学の授業、サークル活動、バイト、家族や友人と過ごすひとときなど、さまざまな場面で自

分が何をどう感じるか、それをいつも問い返してみて下さい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(50%)/毎授業で取り組む課題（小レポート）(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

毎授業、コピーを配布します。 

 

参考文献（Readings） 

講義内資料などで指示します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

・ドイツ語の知識は必須ではありません。 

・扱う作品・内容や順序は変更される場合もあります。 
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・文学が好き、読書が好き、ドイツ語圏に興味がある、全カリで履修したドイツ（語圏）がらみの授業が面白かった、というような方

の参加はもちろん歓迎します。もちろんそうではない方も同じくらい大歓迎です。この授業は、あなたの「文学」や「ドイツ（語圏）」

に対する先入見を打ち破るかもしれません。 

・この授業の、当たり前にして最大の目標は、「一定量のテクストを読み、担当者の説明を聞き、自ら想像し考え言語化する」とい

う９０分間の作業に集中し取り組めるようになることです。よって、授業内での PCやタブレット、スマートフォンの使用は原則禁止

です。メモは配布するレジュメに、筆記用具で手書きで行なって下さい（四肢障害等の事情がある場合は事前に申し出て下さ

い）。 

・スマートフォン（携帯電話）を一瞬たりとも手放せない、または手放す気のない人は、この授業を履修しない方がいいでしょう。で

も、心のどこかで「本当は手放せるようになりたい（集中力を鍛えたい）」「ささやかなことでも達成感や確かな自信が欲しい」と思っ

ているなら、チャレンジする甲斐があると思います。 

・小レポートの内容が授業の課題や内容に沿っていない人は、極端に執筆量が少ないケースと同様、その時点で評価の対象外

です。当然ながら、小レポートの「コピペ」には厳格に対処します。 

 

注意事項（Notice） 
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■FC131 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

フランス語圏の文学 

(Literature in the French-speaking sphere) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
フランス語圏の詩 

担当者名 

（Instructor） 
小倉 和子(OGURA KAZUKO) 

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） 
CMP2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

フランス語圏の文学に関する分析と考察を通じて，フランス語圏に生きる人々の営みとその表現を多角的に理解する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

フランス（語圏）の詩の主要作品をとりあげ，テクストの分析・鑑賞方法を学ぶと同時に，その作品が書かれた時代や社会の背景

についても学ぶ。フランスの学校で誰もが一度は学ぶような主要な詩人たちの作品を毎回数編ずつ取り上げ，作品の分析を通し

て，フランスの中世から現代，さらにフランス語圏地域までを概観する。フランス（語圏）が各時代にどのような詩を生み出し，人々

がそれをどのように受容してきたかを知ることによって，フランス（語圏）社会のありようの一端を浮き彫りにしたい。 

詩は他の文学ジャンル以上に，音韻的な側面や形式が作品の内容と密接に関わっている。授業には日本語の翻訳を使用する

のでフランス語の知識は受講の条件ではないが，原文もあわせて配布するので，フランス語履修者はぜひ参考にしてほしい。ま

た，フランス詩の中にはメロディーをつけて人々に口ずさまれているものも少なくない。授業ではそのような音声資料もできるかぎ

り紹介していく。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 中世：マリー・ド・フランス 

3. ルネサンス：ロンサール 

4. 19 世紀（１）ラマルチーヌ 

5. 19 世紀（２）ボードレール 

6. 19 世紀（３）ヴェルレーヌ 

7. 19 世紀（４）ランボー 

8. 20 世紀（１）アポリネール 

9. 20 世紀（２）ポンジュ 

10. 20 世紀（３）ボヌフォワ 

11. カリブ海：サン＝ジョン・ペルス 

12. ケベック：アンヌ・エベール，ガストン・ミロン 

13. 21 世紀：デルメール・まとめ 

14. 最終テスト 

 

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関する指示は，毎回の授業で行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(40%)/授業への参加度（リアクションペーパー）(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

プリントを使用する（下記「その他」参照）。 

 

参考文献（Readings） 

授業時に指示するもの。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

毎週 Blackboardに掲載するテクストを各自でプリントアウトして持参すること。 

 

注意事項（Notice） 
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■FC132 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

スペイン語圏の文学 

(Literature in the Spanish-speakingsphere) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
映画と学ぶスペイン語圏文学 

担当者名 

（Instructor） 
久野 量一(KUNO RYOICHI) 

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） 
CMP2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

スペイン語圏の文学について、地域的・歴史的・文化的・様式的特徴を学び、説明できるようになること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各回、映画化されたスペイン語圏の文学作品を取り上げ、映画と比較しながら地域的・歴史的・文化的・様式的特徴を学ぶ。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 概説ラテンアメリカ史 

3. コロンブス 永遠の海 

4. モーターサイクル・ダイアリーズ 

5. ウェストサイド物語 

6. 予告された殺人の記録 

7. 愛その他の悪霊について 

8. 低開発の記憶 

9. 夜になるまえに 

10. イル・ポスティーノ 

11. 欲望 

12. 蜘蛛女のキス 

13. エル・スール 

14. ジュリエッタ 

 

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

授業で取り上げる作品は全て日本語で入手可能なので、授業の前後に目を通しておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(50%)/コメントペーパーの内容(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FC133 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

中国語圏の文学 

(Literature in the Chinese-speakingsphere) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
中国古典詩の世界 

担当者名 

（Instructor） 
石 碩(SHI SHUO) 

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） 
CMP2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

さまざまな中国古典詩に触れることで、中国古典文学を読む基礎的な知識を修得し、漢詩の鑑賞能力を身につける。また、個別

の詩人の生涯や当時の時代背景を知ることで、中国の古典世界全般に対する理解を深める。 

 

授業の内容（Course Contents） 

漢詩は中国を代表する文学形式の一つであり、そこには様々な時代の風物と、多くの人々の感情が詠み込まれてきた。この授業

では、詩経から唐詩まで、多くの漢詩作品に触れ、漢詩に対する基礎的な知識を修得する。また、詩中に詠じられる言葉（詩語）

を分析し、中国古典詩の魅力に迫る。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション ――中国古典文学の世界 

2. 民草の声と漢詩の起源 ――『詩経』と『楚辞』 

3. 中国の隠者とその文学 ――竹林の七賢と陶淵明 

4. 山水へのまなざし ――謝霊運と謝朓 

5. 近体詩の成立 ――唐詩の幕開け 

6. 初唐の詩人たち 

7. 酒と月の詩人 ――李白の文学（１） 

8. 酒と月の詩人 ――李白の文学（２） 

9. 現実に立ち向かう詩人 ――杜甫の文学（１） 

10. 現実に立ち向かう詩人 ――杜甫の文学（２） 

11. 自然を詠う詩人 ――王維の文学 

12. 盛唐の詩人たち 

13. 日本人に愛された詩人 ――白居易の文学（１） 

14. 日本人に愛された詩人 ――白居易の文学（２） 

 

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

準備学習については毎回の授業で指示する。  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/出席兼リアクションペーパーの内容(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業時に指示する。 

 

参考文献（Readings） 

授業時に紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FC134 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

朝鮮語圏の文学 

(Literature in the Korean-speaking sphere) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
韓国文学 

担当者名 

（Instructor） 
金 広植(KIM KWANGSIK) 

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） 
CMP2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

朝鮮・韓国文学の代表的な作品・作家について知り、また作品を読むことによって各時代の雰囲気や背景、人々の考え方、感じ

方などを理解する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

講義とゼミ形式を併用する。講義では主に 1910 年代以降の文学について作家の生涯や時代背景を説明した後、代表的な作品

の一部を抜粋したプリントを配布し講読する。また受講者は課題として与えられた作品を読んで内容を要約し授業中に発表する。

授業の最後にコメントペーパーを書く。授業はすべて日本語で行われ、テキストも日本語訳を使用する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス、朝鮮語圏の文学について 

2. 口碑文学（口承文芸）１  

3. 口碑文学２  

4. 古典文学１ 

5. 古典文学２ 

6. 近代文学１ 

7. 近代文学２ 

8. 現代文学１ 

9. 現代文学２ 

10. 発表とディスカッション１ 

11. 発表とディスカッション２ 

12. 発表とディスカッション３ 

13. 発表とディスカッション４ 

14. まとめ 

 

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

講義に関しては配布されたプリントをよく読む。その他は授業中に指示する。 

発表する課題作品は、内容や時代背景、作者のプロフィール、注目点などを要領よくまとめ、指定された時間内に発表できるよう

に準備する。  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/発表など(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 『朝鮮近代文学選集１～７』、平凡社 

2. 『朝鮮短篇小説選（上下）』、岩波文庫 

3. 『新しい韓国の文学シリーズ』、クオン 

講義に関してはプリントを配布。ただし発表用の作品は購入、あるいは図書館で借りるなどして各自で準備する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FC171 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

立教ゼミナール３ 

(Seminars for Students of Rikkyo University 3) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
文学と思想を読むために 

担当者名 

（Instructor） 
桑瀬 章二郎(KUWASE SHOJIRO) 

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） 
CMP2340 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

2016 年度以降 1 年次入学者対象 

定員 30 名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

フランス文学・思想の「古典」を中心に、短篇あるいは作品の抜粋を読み、文学・思想への接し方を学びます。（なお、下の「授業

計画」を見ればわかるように、この授業は、文学科フランス文学専修の「入門演習」の授業内容と重複する箇所があるので、同専

修学生の受講はおすすめしません。またあくまで１年次の学生を念頭に授業を展開します。） 

 

授業の内容（Course Contents） 

作品を「読む」とは何か。何を読めばよいのか。どう読むことが可能なのか。このスマホ時代―粉々に砕かれた、「結論」ありきの

「わかりやすい」文章ばかりが「拡散」するこの恐ろしい時代―いっけん「難解な」「古典」といわれる作品を読むことに挑戦し、「考

えるな」と（暗に？）命じるこの世界を生き抜く力をつけることを目指します。扱うテクストは、１６世紀から２０世紀までのフランス・ヨ

ーロッパ文学、芸術や思想と多種多様です。有名な作家、作品ばかりを選んでいます（モンテーニュ、ルソー、フーコー、マネ、ゴ

ッホなど）。（繰り返しになりますが、以下の「授業計画」の通り、この授業は、文学科フランス文学専修の「入門演習」の授業内容

と重複する箇所があるので、同専修学生の受講はおすすめしません。またあくまで１年次の学生を念頭に授業を展開します。） 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入（授業計画と方針の確認） 

2. 恋愛についての断章を読む 

3. モンテーニュを読む 

4. ラファイエット夫人を読む 

5. ルソーを読む 

6. ヴォルテールを読む 

7. ボードレールを読む 

8. マネについて考える 

9. ゴッホの手紙を読む 

10. カミュを読む 

11. フーコーを読む 

12. チョムスキーを読む 

13. ピケティを読む 

14. 小テスト 

 

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

毎回数十ページの丁寧な読書が必要です。時間を確保して、指定された作品をかならず三度読み、準備しておくこと。毎回「問

い」を出すので、その「問い」について考えてくること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業参加とコメントカード(40%)/口頭発表(20%)/ミニレポート(20%)/最終テスト(Final Test)(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

コピーを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

初回の授業や Blackboard上で指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FC172 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

立教ゼミナール３ 

(Seminars for Students of Rikkyo University 3) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
身体と建築/空間 

担当者名 

（Instructor） 
大山 載吉(OHYAMA NORIYOSHI) 

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） 
CMP2340 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

2016 年度以降 1 年次入学者対象 

定員 30 名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

様々な建築を観ることで、身体と空間の力動的関係を具体的に捉えられるようにする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

人間による身体（知覚や感覚）を手がかりに東西の様々な建築作品を鑑賞することで、身体と空間、身体と環境の相互的な影響

を考えてみたいと思います。講義は、作品鑑賞と受講者による感想や批評、講師による解説で構成されます。まずは、手始めに

ル・コルビュジエの作品を取り上げる予定です。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 作品鑑賞（1） 

3. 作品鑑賞（2） 

4. 解説（1） 

5. 作品鑑賞（3） 

6. 作品鑑賞（4） 

7. 解説（2） 

8. 作品鑑賞（５） 

9. 作品鑑賞（6） 

10. 解説（3） 

11. 作品鑑賞（7） 

12. 作品鑑賞（8） 

13. 解説(4） 

14. まとめ 

 

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

配布したプリントをよく読むこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/リアクションペーパー(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

プリントを配布します。 

 

参考文献（Readings） 

必要に応じて、適宜配布します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FC173 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

立教ゼミナール発展編 ３ 

(Seminars for Senior Students of Rikkyo University 3) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 

笑いとその倫理的諸問題 

2018 年 8 月 9 日更新（担当者変更） 

【変更前】社会学的観点から考察する芸術（主に演劇、パフォーマンス・アート）について 

担当者名 

（Instructor） 

菊池 慶子(KIKUCHI KEIKO) 

2018 年 8 月 9 日更新（担当者変更） 

【変更前】岩城 京子(IWAKI KYOKO) 

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） 
CMP3300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

2016 年度以降 1 年次入学者対象 

定員 30 名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

本科目は、笑いをめぐる様々な理論や言説、および文学や映画を手掛かりに、私たちが日常的に行っている「笑う」という行為

を、特に倫理的な観点から捉え直すことを目標とします。 

2018 年 8 月 9 日更新（担当者変更のため） 

【変更前】 

この科目では、社会学、言語学、哲学、美学など、多分野にわたる理論を学ぶことで、芸術作品（主に演劇とパフォーマンス）をみ

ずからの言葉で、分析・考察・批評できるようになることを目標にする。つまり「美しい」「すごい」と言った一般的所感を細分化し、

理論的・批評的に芸術作品を考察できる批評眼・理論体系・意見方法を身につける。 

 

授業の内容（Course Contents） 

Simon Critchley, On Humour (2002) の議論を手掛かりに、「人間にとって笑いとはなにか」ということについて、人間の条件、身体

性、文化・民族性、ブラックユーモア、精神分析などのテーマを通じて考察します。授業ではまず、各回のテーマに関するテキスト

の抜粋（大体 2～4 ページ分）の内容の確認と補足説明を行います。その上で関連する作品を鑑賞し、講師も含む全員でディスカ

ッションを行います。最後の二回の授業では、最終レポートで扱うテーマについて各受講生にプレゼンテーションをしてもらいま

す。 

2018 年 8 月 9 日更新（担当者変更のため） 

【変更前】 

「誰が芸術作品の作者か」「芸術は何語を話すのか」「都市に祝祭は必要か」「観劇客と観光客の違いはなにか」など、毎週具体

的なテーマを設け、その議題を掘り下げるために必要な参考文献を読み解いていく。特にピエール・ブルデュー、ミハイル・バフチ

ン、ベルトルト・ブレヒト、寺山修司の理論などを採用する。紹介する諸理論は相互に関連性があり、授業が進むごとに、より複眼

的な視座で作品を考察できるよう構成されている。また具体的にどのように理論を芸術作品に応用するかを解説すべく、日本、ド

イツ、フランス、イギリス、米国などの現代芸術作品（演劇、美術等）を画像・映像と共に紹介する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業概要の説明 

2018 年 8 月 9 日更新（担当者変更のため） 

【変更前】 

授業内容の概要紹介（蓄積的アプローチ、相互参照の方法） 

2. 笑いは人間的か？：人間と動物を区別するもの 

2018 年 8 月 9 日更新（担当者変更のため） 

【変更前】 

「誰が芸術作品の作者か」  ピエール・ブルデューと「嗜好性」「作家性」 

3. 動物の視点と風刺  

2018 年 8 月 9 日更新（担当者変更のため） 

【変更前】 

「芸術はどこで生まれるのか」ミハイル・バフチンと「対話的想像力 」 

4. 身体であること、身体を持つこと：笑いと心身二元論 

2018 年 8 月 9 日更新（担当者変更のため） 

【変更前】 

「見えるものと見えないもの」バフチン、アルトー、カステルッチと「多層言語」 

5. 笑いの主体／対象としての身体 

2018 年 8 月 9 日更新（担当者変更のため） 

【変更前】 

「祭礼と演劇の違いはなにか」ヴィクター・ターナーと「パフォーマンス」 

6. 機械としての人間：ベルクソン『笑い』 

2018 年 8 月 9 日更新（担当者変更のため） 

【変更前】 
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「都市に祝祭は必要か」ミハイル・バフチン、寺山修司、平田オリザと「祝祭」 

7. 人間としての人間 

2018 年 8 月 9 日更新（担当者変更のため） 

【変更前】 

「政治芸術とアクティビズムの違いは何か」ベルトルト・ブレヒトと政治 

8. 「ユーモアのセンス」と文化的特性 

2018 年 8 月 9 日更新（担当者変更のため） 

【変更前】 

中間レポート執筆に向けての質疑応答（課題抽出、参考文献、引用方法等） 

9. 笑いの冷酷さ 

2018 年 8 月 9 日更新（担当者変更のため） 

【変更前】 

中間レポート提出と質疑応答（最終レポートへの批評的発展方法、補助文献の提案など） 

10. 自分を笑うこと：フロイト『機知』 

2018 年 8 月 9 日更新（担当者変更のため） 

【変更前】 

「芸術作品に性別はあるか」ジュディス・バトラーと「パフォーマンス」 

11. 純粋な笑い：ベケット『ワット』 

2018 年 8 月 9 日更新（担当者変更のため） 

【変更前】 

誰が芸術の価値を決めるのか」１ エドワード・サイード、蜷川幸雄と「オリエンタリズム」 

12. 発表およびレポート執筆に向けての質疑応答（テーマ決め、発表の方法、参考文献、引用の仕方など） 

2018 年 8 月 9 日更新（担当者変更のため） 

【変更前】 

「誰が芸術の価値を決めるのか」２ ホミ・バーバ、モーリス・ベジャールと「インターカルチュラリズム」 

13. 受講生による発表と相互批評 

2018 年 8 月 9 日更新（担当者変更のため） 

【変更前】 

「観劇客と観光客の違いはなにか」ブレヒトと高山明のポストドラマ演劇 

14. 受講生による発表と相互批評 

2018 年 8 月 9 日更新（担当者変更のため） 

【変更前】 

講義まとめ、最終レポート執筆に向けての質疑応答 

 

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

事前に配布するテキストの抜粋に目を通し、分からない個所があればチェックしてきてください。最後の二回の授業は受講生の発

表に充てますので、準備をしてきてください。 

2018 年 8 月 9 日更新（担当者変更のため） 

【変更前】 

授業までに、テキストの指定箇所（本一冊を読む必要はない）に必ず目を通してくること（テキスト指定されていない書籍に関して

は、コピーを前週の授業で配付する）。その際、不明瞭な用語・概念・言い回しなど分からない箇所を留意し、授業中の質問として

用意してくること。また生徒は数人ごとのグループに分かれ、全１４週のなかで一度、１５分のプレゼンテーションをすることが求め

られる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート(40%)/発表(20%)/授業への参加度(40%) 

3/4 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。2018年 8月 9 日更新（担当者変更のため）【変更前】最終レ

ポート(Final Report)(40%) 、中間レポート(20%) 、プレゼンテーション(15%) 、授業への参加度(15%) 、授業内で指示した提出物

(10%)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ない。１０分以上の遅刻×３回で、１回分の欠席とみなす。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Simom Critchley. 2002. On Humour. Routledge (ISBN:9780415251211) 

※授業では上記テキストからの抜粋を配布します。 

2018 年 8 月 9 日更新（担当者変更のため） 

【変更前】 

1.ピエール・ブルデュー  『ディスタンクシオン<1> -社会的判断力批判』   藤原書店  1990  4938661055  

2. ミハイル・バフチン  『小説の言葉』   平凡社  1996  4582761534  

3. ヴィクター・ターナー  『儀礼の過程』   新思索社  1996  4783511810  

4. ベルトルト・ブレヒト  『ブレヒトの政治・社会論』   河出書房新社  2006  4309706312  

5. エドワード・サイード  『オリエンタリズム〈上〉』   平凡社  1993  4582760112  

その他(Others) 

ジュディス・バトラー『ジェンダー・トラブル―フェミニズムとアイデンティティの攪乱』青土社、1999、ISBN-10: 4791757033 
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参考文献（Readings） 

※参考文献については授業の中で適宜指示します。 

2018 年 8 月 9 日更新（担当者変更のため） 

【変更前】 

1. 平田オリザ  『平田オリザの仕事〈2〉都市に祝祭はいらない』   晩聲社  1997  4891882727  

2. アントナン・アルトー  『演劇とその分身』   白水社  2015  560084424  

3. 寺山修司  『迷路と死海ーわが演劇』   白水社  1993  4560032548  

4. ホミ・バーバ  『文化の場所―ポストコロニアリズムの位相 』   法政大学出版局  2012 

 4588099590  

5. リチャード シェクナー   『パフォーマンス研究―演劇と文化人類学の出会うところ』   人文書院  1998 

 4409100092 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FC181 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

音楽の生まれる場 

(Raum des Musizierens': Aspects of Musical Culture in 19th Century Germany) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
19 世紀ドイツにおける音楽文化の諸相 

担当者名 

（Instructor） 

星野 宏美(HOSHINO HIROMI) 

玉川 裕子(TAMAGAWA YUKO) 

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） 
CMP2310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2016 年度以降 1 年次入学者対象 

 

授業の目標（Course Objectives） 

19 世紀ドイツ市民社会における音楽文化の諸相を、作品のみならず、音楽実践にも着目して、多角的に考察する。複数の教員と

ゲスト・スピーカー、学生間の議論を通し、音楽が対話を促し、コミュニケーションを深めることを学ぶ。 

 

授業の内容（Course Contents） 

ライプツィヒといえば、西洋クラシック音楽に興味がある人は、バッハやシューマン、メンデルスゾーンといった音楽家たちの名を

すぐに思い浮かべるだろう。しかし、この町の音楽の営みはこれに尽きない。彼らの名声を慕って、さまざまな音楽家がライプツィ

ヒにやってきた。あるいはまた、市民が主役のこの町では、職業音楽家のみならず、音楽愛好家たちによる音楽実践が町の音楽

文化形成に重要な役割を果たした。本講義では、比較の項として王の居住地ベルリンの例を最初にみたうえで、ライプツィヒに舞

台を移し、この町の音楽実践、あるいはまたこの町に所縁のあった人物の音楽活動をみていきたい。 

2 人の教員（星野宏美、玉川裕子）が毎回の授業に参加するほか、学期中数回の授業にゲスト・スピーカーを招く。研究者にはひ

とつのテーマを掘り下げて語っていただく一方、演奏家には生演奏を交えるとともに、実践的な音楽家の立場から発言をいただ

く。学期終盤の授業では、複数の演奏家を招き、本格的なコンサートを催して、「音楽の生まれる場」を皆で体験する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 音楽の生まれる場――貴族から市民へ 

2. ベルリンと神童メンデルスゾーン 

3. ファニー・ヘンゼルの日曜音楽会 

4. 市民の音楽生活――ピアノ連弾というジャンル 

5. 市民の町ライプツィヒの音楽生活――ゲヴァントハウスを中心に 

6. ライプツィヒとメンデルスゾーン 

7. ライプツィヒとシューマン夫妻 

8. ライプツィヒと女性たち 

9. ライプツィヒと北欧 

10. ライプツィヒとバッハ 

11. ディレッタントとプロフェッショナル 

12. 指揮者の役割 

13. 総括 

14. コンサート――演奏家をお迎えして 

 

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

図書館所蔵の音楽事典類、音楽書、AV コーナーの CD や DVD を活用するとともに、積極的に生演奏に触れてほしい。授業中に

随時、紹介する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/毎回の出席票を兼ねたリアクション・ペーパー(60%) 

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ない。 

 

テキスト（Textbooks） 

特になし 

 

参考文献（Readings） 

1. 星野宏美著、2003、『メンデルスゾーンのスコットランド交響曲』、音楽之友社 

2. フライア・ホフマン著、阪井葉子・玉川裕子訳、2004、『音楽と身体ーー市民社会における女性の音楽家集う』、春秋社 

3. モニカ・シュテークマン著、玉川裕子訳、2015、『クララ・シューマン』、春秋社 

4. 星野宏美編・解説、2005、『玉川大学教育博物館所蔵 メンデルスゾーン自筆ピアノ譜 ゲーテの詩に基づく《最初のワルプル

ギスの夜》』、雄松堂 

5. 吉成順、2014、『〈クラシックとポピュラー〉――公開演奏会と近代音楽文化の成立』、アルテスパブリッシング 



 - 408 - 

6. 玉川裕子編・著、2015、『クラシック音楽と女性たち』、青弓社 

7. 新田ユリ、2015、『ポポヨラの調べ――指揮者がいざなう北欧音楽の森』、五月書房 

その他、随時紹介する 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

時間厳守。私語厳禁。質問や指摘、討論はもちろん歓迎する。 

 

注意事項（Notice） 
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■FC182 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

演芸の世界 

(World of Entertainment "Engei") 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
ポスト・グローバル時代の大衆文化 

担当者名 

（Instructor） 

細井 尚子(HOSOI NAOKO) 

宮 信明(MIYA NOBUAKI) 

鶴澤 津賀寿(TSURUZAWA TSUGAJU) 

一龍斎 貞橘(ICHIRYU-SAI TEIKITU) 

江戸家 小猫(EDOYA KONEKO) 

入船亭 小辰(IRIFUNETEI KOTATSU) 

翁家 和助(OKINAYA WASUKE) 

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） 
CMP2310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2016 年度以降 1 年次入学者対象 

 

授業の目標（Course Objectives） 

近代化からグローバル化に移行する影響を受け、娯楽市場において「演芸」の属性が新たな文脈で置換され、娯楽ソフトとして機

能している。「演芸」の代表的空間である寄席とそこで演じられる寄席芸を通じて、ポスト・グローバル時代の大衆文化の特性を理

解する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

「演芸」は「演劇」同様、近代になって定着する概念で、具体的に指す芸（芸態）は多様だが、上演空間が狭い・気楽に楽しむ消費

型娯楽という点を共有する。グローバル化した現代では、ウォークマン以降定着した個別に楽しむスタイル、ライブの価値の再発

見、消費者が自身の属性、芸（芸態）の属性に関わらず、日本内外のものがフラットに並ぶ選択肢の中から自身の好みにより楽

しむ芸（芸態）を選択するなど、娯楽における新たな消費スタイルが定着してきた。本講座では寄席で演じられる芸に生きる方々

を講師としてお迎えし、具体的なお話によって展開し、寄席の世界を理解する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 9 月 22 日オリエンテーション＋①読むー講談・その歴史と背景 

細井尚子＝異文化コミュニケーション学部・宮信明＝早稲田大学演劇博物館・一龍斎貞橘 

2. 9 月 22 日②講談という芸 

細井・宮・一龍斎貞橘 

3. 9 月 22 日③講談の世界＋講師トーク・セッション、質疑応答 

細井・宮・一龍斎貞橘 

4. 10 月 13 日①話すー落語・その歴史と背景 

細井・宮・入船亭小辰 

5. 10 月 13 日②落語という芸 

細井・宮・入船亭小辰 

6. 10 月 13 日③落語の世界＋講師トーク・セッション、質疑応答 

細井・宮・入船亭小辰 

7. 11 月 10 日①語る―義太夫・娘義太夫・その歴史と背景 

細井・濱口久仁子＝早稲田大学演劇博物館・鶴澤津賀寿 

8. 11 月 10 日②娘義太夫という芸 

細井・濱口・鶴澤津賀寿 

9. 11 月 10 日③娘義太夫の世界＋講師トーク・セッション、質疑応答 

細井・濱口・鶴澤津賀寿 

10. 12 月 8 日①見せる―色物①太神楽・その歴史と背景 

細井・宮・翁家和助 

11. 12 月 8 日②太神楽という芸 

細井・宮・翁家和助 

12. 12 月 8 日③太神楽の世界＋講師トーク・セッション、質疑応答 

細井・宮・翁家和助 

13. 1 月 12 日①見せる―色物②声色・物真似・その歴史と背景 

細井・宮・江戸家小猫 

14. 1 月 12 日②声色・物真似という芸 

細井・宮・江戸家小猫 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 
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必要に応じて教場で具体的な課題を示す。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(50%)/リアクション・ペーパー(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

必要に応じ、教場で示す。 

 

参考文献（Readings） 

必要に応じ、教場で示す。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

・本講座は 5 回目（2018 年 1 月 12 日）も 3 コマ（3～5 限）で行う。 

授業計画１５： 

1 月 12 日③の授業計画：声色・物真似の世界＋講師トークセッション、質疑応答（細井・宮・江戸家小猫） 

 

・開講日に変更が出る可能性がある。変更が出る場合は教室でのアナウンス、Blackbordなどで告知する。 

 

・講師が変更になる可能性あり。変更になる場合は教室でのアナウンス、Blackbordなどで告知する。 

 

・1 回欠席すると、週 1 回授業の場合の 3 回欠席に相当するので気を付けること。 

＊出席回数が 10 回以上ない場合、成績評価を出す対象としない。 

 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FC401 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

日本の美術                       新座 

(Visual Arts of Japan) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
浮世絵の歴史 

担当者名 

（Instructor） 
佐藤 知乃(SATOU CHINO) 

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） 
CMP2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

多岐にわたる日本美術のなかでも，代表的なジャンルの一つに成長した〈浮世絵〉の歴史と展開を学び，作品を鑑賞し，作品の

背景をつかむことにより，日本文化への理解を深めます。 

 

授業の内容（Course Contents） 

浮世絵は江戸時代の市民芸術であり，出版されて広く流通したメディアでもあり，同時代の文学とも深い関わりを持っています。

その起源，成立，墨摺の初期版画，多色摺の開始，中期・後期の隆盛，新境地を開く終期までをたどるとともに，画題，表現，発

信された情報，技法，形式，考証等にも言及します。講義中心としますが，随時，視覚教材を用います。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 日本美術史の方法──岡倉天心 

3. 浮世絵以前──近世初期風俗画 

4. 浮世絵の誕生──師宣 

5. 錦絵の創始──春信 

6. 木版画の技法 

7. 主題の操作──「見立」と「やつし」 

8. 美人絵の流れ──春信以後 

9. 上方絵の胎動 

10. 役者絵の隆盛──似顔表現 

11. 名所絵の展開──北斎と広重 

12. 改印と出版検閲 

13. 形式と流通 

14. 新版画 

 

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

あらかじめ教科書を読み，進行をつかんでおいてください。参考文献にも随時目を通してください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(65%)/授業態度(10%)/リアクションペーパー(25%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 小林忠監修、1998、『浮世絵の歴史』、美術出版社 (ISBN:978-4568400441) 

 

参考文献（Readings） 

1. 座右宝刊行会、1973-76、『浮世絵大系』全 17 巻、集英社 

2. 原色浮世絵大百科事典編集委員会、1980-82、『原色浮世絵大百科事典』全 11 巻、大修館書店 

3. 安村敏信、2008、『江戸の絵師「暮らしと稼ぎ」』、小学館 (ISBN:978-4096261408) 

ほかは授業時に紹介します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FC402 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

日本の音楽                       新座 

(Traditional Music in Japan) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
鑑賞から学ぶ日本の音楽―古典を中心に 

担当者名 

（Instructor） 
三浦 裕子(MIURA HIROKO) 

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） 
CMP2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

（１）日本の古典音楽に関する基礎的知識を養う。（２）歴史的な視点に立って、日本の古典音楽の流れを把握する。（３）総合的

視野から日本の古典音楽の美を理解し、現代との接点を探る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

日本の古典音楽には多くのジャンルがあり、多様な広がりを見せている。その特徴には、（１）多くが声楽である、（２）舞踊・演劇・

美術などの諸要素と深く結びついている場合が多い、（３）先行の芸能・音楽などの影響を受けている場合が多い、ということが指

摘できる。日本の古典音楽の各ジャンルを通じて上記の特徴を学ぶと同時に、基礎的知識を習得し、歴史的な流れを把握する。

また実演家による演奏を鑑賞し、日本の古典音楽の美を理解し、現代に生きる我々との接点を探る。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 日本の古典音楽を概観する（１） 

2. 日本の古典音楽を概観する（２） 

3. 雅楽の紹介と鑑賞 

4. 雅楽を描く文学作品の講読 

5. 声明の紹介と鑑賞 

6. 平家および琵琶楽の紹介と鑑賞 

7. 能の紹介と鑑賞 

8. 狂言の紹介と鑑賞 

9. 三味線音楽の紹介と鑑賞 

10. 歌舞伎の紹介と鑑賞 

11. 人形浄瑠璃の紹介と鑑賞 

12. 人形浄瑠璃と歌舞伎の比較 

13. 筝曲・尺八の紹介と鑑賞 

14. まとめ～現代との接点を探る 

 

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

予習・復習の一環として、日常生活に鳴り響いている音楽を意識的にとらえるよう努めること。 

その他として以下の 2 点を望む。 

（１）講義時に紹介するさまざまな音楽をしっかりと聞く。 

（２）日本の古典音楽を実際に鑑賞する機会を積極的に見つける。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(50%)/講義時の集中度(40%)/講義時のアンケート(10%) 

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ない。 

 

テキスト（Textbooks） 

とくになし。適宜プリントを配布。 

 

参考文献（Readings） 

日本芸術文化振興会および文化庁の HP 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

ゲストに実演家を迎え、実際に日本の古典音楽を鑑賞する機会を数回設ける予定である。 

また、鑑賞にふさわしい音楽会の情報を適宜、知らせる予定である。 

講義時には静粛を求める。 

講義の内容および音楽全般に関する質問を大歓迎する。 
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注意事項（Notice） 
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■FC403 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 
Japanese Arts A                    新座 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Technique, Meaning, and Use 

担当者名 

（Instructor） 
ヴォズニ，Ｍ．(WOZNY MILOSZ RYSZARD) 

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） 
CMP2331 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 

・他に特別外国人学生が履修 

・この授業は英語で実施する 

・履修者は TOEIC550 点相当以上の英語力を有することが望ましい  

 

授業の目標（Course Objectives） 

The objective is for students to gain a basic understanding of the visual arts in Japan, from prehistoric times to the 19th 

century, while learning how to enjoy, appreciate, and examine these arts. 

 

授業の内容（Course Contents） 

This course will be organized by genre, as shown in the course schedule. When a new genre is introduced, basic materials and 

techniques will be discussed first, followed by an examination of the meanings and uses of specific art works from that genre. 

Two central questions will be: "What makes art in Japan unique?" and "Why is it important in society today?" 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction 

2. Pottery I 

3. Pottery II 

4. Pottery III 

5. Lacquerware 

6. Buddhist Sculpture I 

7. Buddhist Sculpture II 

8. Buddhist Sculpture III 

9. Painting I 

10. Painting II 

11. Painting III 

12. Ukiyoe 

13. Swords and Armor 

14. Students' Choice 

 

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

Reading assignments will be given in class. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/Attendance and Participation(20%)/Reaction papers(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FC404 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 
Japanese Arts B                    新座 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 

A course about Japanese traditional music, focusing on the case of the koto; from 

historical to contemporary. 

担当者名 

（Instructor） 
マクイーン(MCQUEEN-TOKITA M.M.) 

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） 
CMP2331 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 

・他に特別外国人学生が履修 

・この授業は英語で実施する 

・履修者は TOEIC550 点相当以上の英語力を有することが望ましい  

 

授業の目標（Course Objectives） 

The objective of this course is to gain an understanding of the history and current situation of Japanese traditional music, 

focusing on the case of the KOTO - the thirteen stringed zither that is one of Japan’s most popular traditional instruments. 

 

授業の内容（Course Contents） 

Japanese traditional music has gone through some radical changes throughout its history, especially since the introduction of 

Western music in the Meiji period, throughout the 20th century and it still continues to change to adapt to the era. This course 

will provide a map of the many genres in Japanese traditional music, and then proceed to focus on the koto, how it has changed, 

modernised, and adapted so that it can be seen in many different genres such as Western classical music, jazz, pop, world music 

and more. 

Students will also be introduced to the basic techniques for playing the koto, and will see how it can be used freely to play 

many different types of music, not only traditional repertoire.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction to Japanese music: a map of the traditional genres 

2. The Heian period: Gagaku and the gakusō 

3. The Edo period: the birth of the zokusō 

4. The Meiji period: what did Westernisation bring to Japanese music and the koto? 

5. The 20th century: contemporary compositions for koto and the beginnings of globalisation 

6. Midterm test 

7. Practical aspects of the koto I 

8. Practical aspects of the koto II 

9. Practical aspects of the koto III 

10. Practical aspects of the koto IV 

11. About the instruments: from 13 to 80 strings 

12. Japanese music in the late 20th to early 21st century: the many different forms of traditional music seen today in and 

outside of Japan 

13. The shamisen: Another popular Japanese instrument in modern society 

14.  Final test 

 

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

Assignments and preparation will be announced in class and on Blackboard. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(25%)/最終レポート(Final Report)(30%)/Mid-term test(25%)/Class participation(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

Attendance of at least 9 lectures is required to pass this subject. 

Please check Blackboard regularly for assignments and lecture notes. 

 

注意事項（Notice） 
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■FC501 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

日本の美術 

(Visual Arts of Japan) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
近世日本絵画史の諸様相 

担当者名 

（Instructor） 
石田 佳也(ISHIDA YOSHIYA) 

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） 
CMP2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

日本美術史における主要作品や画家に関する基本事項を学びながら，とくに近世の絵画史に関して，作品の主題や技法，制作

環境について理解を深める。 

 

授業の内容（Course Contents） 

日本の美術史の流れを確認しつつ，毎回特定の画家や作品を選び，描かれた主題を中心に詳しく紹介する。その際に比較作例

を古今東西に幅広く求め，同時代の文学や芸能などとの関わりにも着目し，作品のもつ特徴や文化史的意義を多角的なアプロ

ーチから考察する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 日本美術の基礎知識（基本用語解説） 

画面形式と技法（屏風，絵巻など） 

2. 日本絵画の画家と流派（狩野派・琳派など） 

3.          〃 

4. 日本絵画の主題 山水画の概観（雪舟画など） 

5. 日本絵画の主題 風俗画の概観（遊楽図、洛中洛外図など） 

6.          〃 

7. 日本絵画の主題 合戦図の概観（武将をめぐる美術） 

8. 日本絵画の主題 動物画の概観（獅子、象、猿をめぐる絵画史） 

9.          〃 

10.          〃 

11. 日本絵画の主題 文人画の概観（蕪村画など） 

12. 日本絵画の主題 花鳥画の概観（若冲画など） 

13. 日本絵画の主題 舞踊図の概観（浮世絵の歴史など） 

14. 日本絵画の流れ 総括 

 

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

毎回授業の前半で，特定の項目に関して研究史をふまえながら概要を講義するが，可能な限り次回の講義内容と参考文献を伝

える。なお，シラバスの項目の順番は変更されることがあり，また一つの項目に関し複数回にわたって講義する場合もある。 

また適宜、開催中の展覧会の中から鑑賞すべき企画展を推薦する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/リアクションペーパー(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特に定めない。 

 

参考文献（Readings） 

授業中に随時指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FC502 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

日本の音楽 

(Traditional Music in Japan) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
鑑賞から学ぶ日本の音楽―古典を中心に 

担当者名 

（Instructor） 
三浦 裕子(MIURA HIROKO) 

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） 
CMP2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

（１）日本の古典音楽に関する基礎的知識を養う。（２）歴史的な視点に立って、日本の古典音楽の流れを把握する。（３）総合的

視野から日本の古典音楽の美を理解し、現代との接点を探る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

日本の古典音楽には多くのジャンルがあり、多様な広がりを見せている。その特徴には、（１）多くが声楽である、（２）舞踊・演劇・

美術などの諸要素と深く結びついている場合が多い、（３）先行の芸能・音楽などの影響を受けている場合が多い、ということが指

摘できる。日本の古典音楽の各ジャンルを通じて上記の特徴を学ぶと同時に、基礎的知識を習得し、歴史的な流れを把握する。

また実演家による演奏を鑑賞し、日本の古典音楽の美を理解し、現代に生きる我々との接点を探る。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 日本の古典音楽を概観する（１） 

2. 日本の古典音楽を概観する（２） 

3. 雅楽の紹介と鑑賞 

4. 雅楽を描く文学作品の講読 

5. 声明の紹介と鑑賞 

6. 平家および琵琶楽の紹介と鑑賞 

7. 能の紹介と鑑賞 

8. 狂言の紹介と鑑賞 

9. 三味線音楽の紹介と鑑賞 

10. 歌舞伎の紹介と鑑賞 

11. 人形浄瑠璃の紹介と鑑賞 

12. 人形浄瑠璃と歌舞伎の比較 

13. 筝曲・尺八の紹介と鑑賞 

14. まとめ～現代との接点を探る 

 

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

予習・復習の一環として、日常生活に鳴り響いている音楽を意識的にとらえるよう努めること。 

その他として以下の 2 点を望む。 

（１）講義時に紹介するさまざまな音楽をしっかりと聞く。 

（２）日本の古典音楽を実際に鑑賞する機会を積極的に見つける。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(50%)/講義時の集中度(40%)/講義時のアンケート(10%) 

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ない。 

 

テキスト（Textbooks） 

とくになし。適宜プリントを配布。 

 

参考文献（Readings） 

日本芸術文化振興会および文化庁の HP 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

ゲストに実演家を迎え、実際に日本の古典音楽を鑑賞する機会を数回設ける予定である。 

また、鑑賞にふさわしい音楽会の情報を適宜、知らせる予定である。 

講義時には静粛を求める。 

講義の内容および音楽全般に関する質問を大歓迎する。 
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注意事項（Notice） 
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■FC503 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

日本の演劇 

(Japanese Theater) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
「能」という日本の古典演劇を個々の身体を通して実体験し，体で理解し探って行く。 

担当者名 

（Instructor） 
鵜澤 光(UZAWA HIKARU) 

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） 
CMP2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

2016 年度以降 1 年次入学者対象科目 

定員 30 名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

能の表現を裏づける根源的な力とは何か，それを能の詞（ことば）・動きを身体を通して学ぶ。それによって日本人のもつ，豊かな

感性に気づき，更に日本文化の深層に触れて行く。 

 

授業の内容（Course Contents） 

能の一曲を取り上げ内容を理解した上で，その一部分を詞章，節，それに伴う動きを含め，実際に身体で遊ぶ。あくまでも実技中

心。己れの肉体を目一杯使って，能の表現にどれだけ近付けるか，自分に仕掛ける事。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション。（授業の進行の紹介。「能」とはどのような演劇なのか、その内容・歴史などイントロダクションを行う） 

2. オリエンテーション。能「葵上」（あおいのうえ）を素材に戯曲を音読し，現代語訳しつつ，内容を把握し，映像も見る。実技の

基本を学ぶ。 

3. 実技。「葵上」を学ぶ―声を出して謡う。カマエ・ハコビ・型の単元を学ぶ。「葵上」の一部を分割して学ぶ。 

4. 実技。「葵上」の一部を何か所かに分けて学ぶ。（これが最終テストの課題である。） 

5. 能について、「葵上」について学術的側面から学ぶ。ゲストスピーカーを予定。 

6. 実技。前回のつづき。 

7. 実技。前回のつづき。 

8. 実技。前回のつづき。 

9. 実技。前回のつづき。 

10. 現代演劇と能との関連について，ゲストスピーカーを予定。 

11. 実技。「殺生石」。最終テストに向けてしっかり身に付いているか。 

12. 実技。前回のつづき。 

13. 実技。前回のつづき。 

14. 授業内「殺生石」の最終実技テストを実施。能鑑賞のレポート提出。 

 

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

毎回実習したことを反復練習すること。指示されたことを予習，暗記してくること。実技中心の授業である為，欠席しないこと。授業

では積極的に己れに仕掛けて行くこと。 

能鑑賞のインフォメーションは授業にて致します。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(40%)/出席状況と授業参加度(40%)/能鑑賞後のレポート(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 『観世流大成版「殺生石」（せっしょうせき）』、檜書店 

2. 伊藤 正義、1986、『謡曲集（中）』、新潮社 

 

参考文献（Readings） 

1. 観世 寿夫、2008、『心より心に伝ふる花』、角川ソフィア文庫 

2. 石井 倫子、2009、『能・狂言の基礎知識』、角川選書 

3. 小林 保治、1999、『能・狂言図典』、小学館 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

受講者は各自で白足袋を用意すること。坐りやすく動きやすい服装が望ましい。 

 

http://www.tessen.org 

http://www.uzawahisa.jp 
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注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 421 - 

■FC504 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 
Japanese Culture 1 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Introduction to popular culture: theories, ideologies, and daily practices (part I). 

担当者名 

（Instructor） 
レイゼル，Ｍ．(REISEL,MARY) 

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） 
CMP2331 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 

・F科目（外国語による日本研究科目） 

・他に特別外国人学生が履修 

・この授業は、英語圏での大学の授業を想定し、全て英語で行う 

・履修者は TOEIC®700 点相当以上の英語力を有していることを前提に授業を実施する 

・定員 15 名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

The course is an introduction to popular culture in Japan. It brings together cultural products and theoretical analysis which 

explains the development of popular culture and its meaning for Japanese society. During the course, students will learn how 

culture and ideology blend together and are seen in every single practice and product used in daily life.  

 

授業の内容（Course Contents） 

The course presents a variety of cultural habits and products along theories that explain the psychology of consumption and 

the development of taste formation in Japan. The key questions at the center are focused on what makes popular culture 

become highly popular among different layers of society, and what is the mechanism behind its expansion. We will look at 

different practices of Japanese popular culture that we see in everyday life: movies, fashion styles, TV and advertisements, 

subcultures, J-Pop and music, art and more. The lessons bring together theoretical analysis with examples taken from both 

contemporary and old times in Japan.  

The course is multi-disciplinary and is based on theories of sociology and mass culture. Students will learn to analyze texts 

independently and apply theories to different forms of social practices. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction: the unique aspects of popular culture in Japan.  

2. From karaoke to J-Pop: what is Japanese music?  

3. Fashion trends and the "casual" style: ideologies of freedom, unity and individuality.  

4. Symbols and meanings: the political power of popular culture (case studies and examples).  

5. The postmodern body: beautification practices and the changing roles of gender.  

6. Authenticity and hybridity: issues in globalization and cultural adoption. 

7. The meaning of subcultures in Japanese society: history and the contemporary age.  

8. On Samurai to reality shows: movies, stories and TV drama. 

9. Kawaii culture: between revolution and submission.  

10. From punk to kakoi: is fashion and ideology really changing?  

11. Nationalism and Japanese identity: aspects of Shinto in Japanese festivals. 

12. Students papers.  

13. From Sazae-san to Virtual Love: reflections of love and family in popular culture.  

14. Summary and closing notes. 

 

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

Information about class preparation and reading material will be provided through the university online system. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(30%)/Attendance and weekly assignments(40%)/midterm paper(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

A packet of the required reading assignments will be posted online in the university Blackboard website. 

 

参考文献（Readings） 

Recommended texts: 

Strinati, D., An Introduction to Theories of Popular Culture（Routledge, 2004.） 

(Available in Japanese translation) 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FC505 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 
Japanese Culture 2 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Introduction to popular culture: theories, ideologies, and daily practices. 

担当者名 

（Instructor） 
レイゼル，Ｍ．(REISEL,MARY) 

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） 
CMP2331 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 

・F科目（外国語による日本研究科目） 

・他に特別外国人学生が履修 

・この授業は、英語圏での大学の授業を想定し、全て英語で行う 

・履修者は TOEIC®700 点相当以上の英語力を有していることを前提に授業を実施する 

 

授業の目標（Course Objectives） 

The course provides academic tools which enable students to analyze and understand the meaning and importance of popular 

culture products and practices. During the course, students will learn to decipher the mechanism and ideology used in different 

forms of popular culture in Japan, and the power they have to influence our choices and decisions every day.  

 

授業の内容（Course Contents） 

The course presents a variety of theories explaining the psychology of consumption and taste formation in order to expose the 

ideologies and philosophies that govern popular culture styles and fashions. The key questions we focus on are what makes 

popular culture so popular, and why it spreads and expands into many layers of society. We will look at different habits and 

practices of Japanese popular culture that we experience in our everyday life: movies, fashion styles, magazines and 

advertisements, manga, subcultures, movies, art and more. The lessons bring together theoretical analysis with examples taken 

from both contemporary and old times in Japan.  

The course is multi-disciplinary and is based on theories of sociology and mass culture. Students will learn to analyze texts 

independently and apply theories to different forms of social practices. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction: what is popular about popular culture and why should we care about it? 

2. Hip hop and jazz: adopting and adapting America in Japan.  

3. Fashion magazines and the construction of gender and social roles. 

4. Symbols and meanings: the political power of popular culture (case studies and examples).  

5. The postmodern body: beautification practices and the changing roles of gender.  

6. Authenticity and hybridity: issues in globalization and cultural adoption. 

7. The meaning of subcultures in Japanese society: cosplay and GothLoli.  

8. Subcultures (II): kogyaru, yamamba, and bosozoku.  

9. Kawaii culture: between revolution and submission.  

10. Kawaii culture (II): from Hello Kitty to character land.  

11. Nostalgia and the usage of nationalism in product construction.   

12. Affective labor and the consumption of emotions: the case of otaku and the 3D love. 

13. From Pokemon to Aibo: the movement to the virtual world.  

14. Summary and closing notes. 

 

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

Information about class preparation and reading material will be provided through the university online system. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(30%)/Attendance and weekly assignments(40%)/midterm paper(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

A packet of the required reading assignments will be posted online in the university Blackboard website. 

 

参考文献（Readings） 

Recommended texts: 

Strinati, D., An Introduction to Theories of Popular Culture（Routledge, 2004.） 

(Available in Japanese translation) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■FC506 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 
Japanese Arts A 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Technique, Meaning, and Use 

担当者名 

（Instructor） 
ヴォズニ，Ｍ．(WOZNY MILOSZ RYSZARD) 

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） 
CMP2331 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 

・F科目（外国語による日本研究科目）  

・他に特別外国人学生が履修 

・この授業は英語で実施する 

・履修者は TOEIC®550 点相当以上の英語力を有することが望ましい 

 

授業の目標（Course Objectives） 

The objective is for students to gain a basic understanding of the visual arts in Japan, from prehistoric times to the 19th 

century, while learning how to enjoy, appreciate, and examine these arts. 

 

授業の内容（Course Contents） 

This course will be organized by genre, as shown in the course schedule. When a new genre is introduced, basic materials and 

techniques will be discussed first, followed by an examination of the meanings and uses of specific art works from that genre. 

Two central questions will be: "What makes art in Japan unique?" and "Why is it important in society today?" 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction 

2. Pottery I 

3. Pottery II 

4. Pottery III 

5. Lacquerware 

6. Buddhist Sculpture I 

7. Buddhist Sculpture II 

8. Buddhist Sculpture III 

9. Painting I 

10. Painting II 

11. Painting III 

12. Ukiyoe 

13. Swords and Armor 

14. Students' Choice 

 

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

Reading assignments will be given in class. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/Attendance and Participation(20%)/Reaction papers(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FC507 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 
Japanese Arts B 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Japanese Traditional Musical Roles in Reflection of Society: 10th Century to Present 

担当者名 

（Instructor） 
シュムコー(SCHMUCKAL COLLEEN C.) 

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） 
CMP2331 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 

・F科目（外国語による日本研究科目）  

・他に特別外国人学生が履修 

・この授業は英語で実施する 

・履修者は TOEIC®550 点相当以上の英語力を有することが望ましい 

 

授業の目標（Course Objectives） 

The goal of this course is to learn how to critically listen to traditional music as both a musical art form as well as a reflection 

of Japanese society. Furthermore, students will learn how to voice these critical observations through in class discussions and 

presentations. After examining the historical and modern societal roles of each traditional genre, the class will experience 

performing together a piece from each major genre covered within the course. This “hands on” approach to learning will help 

students further understand the differences between each traditional genre as well as better be able to compare this music to 

their own musical backgrounds.  

 

授業の内容（Course Contents） 

Japanese traditional music is often thought to be a relic of the past that should be appreciated but never changed. However, 

traditional music has always been connected with the ever changing societal structures of Japan, its roles and music evolving 

to stay relevant. This course will give a basic overview of major traditional genres and instruments still currently performed 

today in Japan and their historical and modern significances. This course will also include interactive components including 

workshops by guest performers and instrumental/vocal in class performances of standard pieces. Students will also undertake 

research projects on a composition of their choice and present brief in-class presentations during the final weeks of class. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Course overview: What is the role of traditional music within modern societies? 

2.  Court Music: gagaku and shoumyou (workshop) 

3. Modernization of Court Music  

4. 14th Century Theatre Music: noh and kyogen (workshop) 

5. 18th Century Theatre Music: kabuki and nihonbuyou 

6. Buddhist Ritual Tool to Musical Instrument: shakuhachi (workshop) 

7. From Gagaku to Edo: traditional koto and it’s transforming forms (workshop) 

8. Gendai Hougaku and Koto (workshop) 

9. From Commoner’s Entertainment to Theatrical Musics: shamisen (workshop) 

10. Tsugaru to Modern Shamisen 

11. Folk Music: enka, J-pop and Okinawan pop 

12. In-class presentation: Group 1 

13. In-class presentation: Group 2  

14. Course Recap 

 

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

Each Student will be required to listen to, watch, and/or attend a Japanese music concert, of their choice, and write of their 

observations.  

Explorative Learning will be announced as needed 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Attendance and Participation(30%)/Report (paper x 3)(30%)/Presentation(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Bonnie C. Wade. 2005. Music in Japan. Oxford University Press 

 

参考文献（Readings） 

1. Tokita, Alison McQueen and David W. Hughes. 2008. The Ashgate Research Companion to Japanese Music. Ashgate 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FC508 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 
Literature and Society 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
I, Robot 

担当者名 

（Instructor） 
ナドゥー Ｒ．(NADEAU RANDALL L.) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMP2301 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 

・2012 年度以降 1 年次入学者対象科目 

・他にグローバル・リベラルアーツ・プログラム 所属学生/特別外国人学生が履修 

・この授業は、英語圏での大学の授業を想定し、全て英語で行う 

・以下の英語力を有していることが履修の目安になる 

英検準 1 級, IELTS 5.5, TOEFL®iBT 72, TOEIC®785 

・定員 15 名 週 2 回開講 

 

授業の目標（Course Objectives） 

To consider the relationship between literature and society by making a study of personal identity and social values through 

dystopian science fiction 

 

授業の内容（Course Contents） 

This course examines the questions, "What is a person?" and "What is the future of humanity?" through study and analysis of 

science fiction literature about humans and machines, from the 19th century to the present. The course will examine how 

futuristic conceptions of artificial intelligence reflect contemporary concerns:  How is technology transforming human society? 

What is the impact of modernity on social organization, individual human rights, and political hierarchies? In what ways do visions 

of the future explore human needs, commitments, and crises of the present?  By studying "the future," we learn what we value 

most as social beings in the past and the present. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction to course themes 

2. Discussion: determining the future 

3. Shelly, Frankenstein (1) 

4. Hope and fear of the Industrial Revolution 

5. Shelly, Frankenstein (2) 

6. Frankenstein, dramatization (first paper due) 

7. Orwell, 1984 (Book 1) 

8. "Newspeak" and the dystopian future of 1984 

9. Orwell, 1984 (Book 2) 

10. Hope, redemption, and self-determination 

11. Orwell, 1984 (Book 3) 

12. The power of the state 

13. Orwell and the future (second paper due) 

14. Asimov, "Introduction" 

15. Asimov, "Robbie": the first law of robotics 

16. Asimov, "Runaround": the second law of robotics 

17. Asimov, "Reason": the third law of robotics 

18. Asimov, "Catch That Rabbit" 

19. Asimov, "Liar!" 

20. Asimov, "Little Lost Robot" 

21. Asimov, "Escape!" 

22. Asimov, "Evidence"  

23. Asimov, "The Evitable Conflict" 

24. Asimov, film viewing (third paper due) 

25. Asimov, film discussion 

26. Ken Liu, "The Paper Menagerie": from past to present to future 

27. Ted Chiang, "The Lifecycle of Software Objects"  

28. Course conclusion (fourth paper due) 

 

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

3-4 hours per week:  reading of all novels and stories, four essays, three group presentations on Asimov short stories. 
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Students are also required to review the feedback given to their essays.  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

4 Essays(60%)/3 Presentations(30%)/Class Participation(10%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Isaac Asimov. I, Robot. Spectra (13:978-0553382563) 

2. George Orwell. 1984. Signet Classics (13:978-0451524935) 

Mary Shelley, Frankenstein, and other readings can be found on-line. The instructor will provide the pdf. The Instructor may 

change some reading materials in order  

to improve the course contents. 

 

参考文献（Readings） 

Further readings will be provided during the course. 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FC509 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 
Culture and Fine Arts 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
The Avant-garde artistic movements of the 20th century 

担当者名 

（Instructor） 
シンベーニ(SIMBENI ALESSANDRO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMP2301 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 

・2012 年度以降 1 年次入学者対象科目 

・他にグローバル・リベラルアーツ・プログラム 所属学生/特別外国人学生が履修 

・この授業は、英語圏での大学の授業を想定し、全て英語で行う 

・以下の英語力を有していることが履修の目安になる 

英検準 1 級, IELTS 5.5, TOEFL®iBT 72, TOEIC®785 

・定員 15 名 週 2 回開講 

 

授業の目標（Course Objectives） 

This course is designed to give students a fundamental understanding of how to approach to the study of an artwork. Upon 

completion of this course, students will be able to: explain the basic elements and key terms of the visual arts; describe 

connections between ancient and modern art works; place works of art within a cultural and historical context; master a basic 

vocabulary for describing an artwork; have a general understanding of the role art has played throughout Western history. 

 

授業の内容（Course Contents） 

This course presents major trends of the artistic movements of Avant-garde in the 20th century and its legacy for the 21st 

century. Through an interdisciplinary approach, the course will allow students to explore the history and theories of the Avant-

garde, while examining exemplary works of art. One of the major objectives of Avant-garde art was to bring down the barriers 

that separate art from everyday life, in order to make art more socially relevant. Many of the Avant-garde movements of the 

20th century espoused utopian aspirations, hoping to provoke social change and new communities.  

A special attention will be paid to the Norwegian painter Evdard Munch (1863-1944), to whom a retrospective exhibition, which 

will include his iconic "The Scream”, will open at the Tokyo Metropolitan Art Museum in late October. Students are required to 

write an essay on an artwork, choosing among those showed in this exhibition and to present it at the end of the course. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction: guidance to course contents, evaluation criteria, essays contents, etc. 

2. Impressionism: a brief introduction 

3. Major trends of Post-Impressionism 

4. The subjective perspective and the distorting emotions in Van Gogh and Munch 

5. The anti-naturalism of the “Fauves” painters 

6. The breakthrough: Les Demoiselles d'Avignon 

7. The Analytical Cubism and the intellectualization of Art 

8. Italian Futurism: the celebration of advanced technology and urban modernity 

9. The beauty of the machine, speed, violence and change in Futurist artworks 

10. The Expressionism in Austria and Germany 

11. The Russian Avant-garde: Constructivism & Suprematism 

12. Midterm test 

13. Feedback; Introduction to Munch’s exhibition 

14. Dada Movement (1) 

15. Dada Movement (2) 

16. Surrealism (1) 

17. Surrealism (2) 

18. Abstract Art 

19. Abstract Expressionism and Action Painting 

20. Warhol and Pop Art 

21. Art and Popular Culture 

22. Review 

23. Final test 

24. Presentations by students and Discussion 

25. Presentations by students and Discussion 

26. Presentations by students and Discussion 

27. Presentations by students and Discussion 

28. Feedback; Collection of essays; Conclusions 
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授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Students are required to visit the exhibition “Munch: A Retrospective” (Tokyo Metropolitan Art Museum, Oct 27, 2018 - Jan 20, 

2019) 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Attendance and classroom participation(20%)/Midterm test(20%)/Final test(20%)/Essay and Presentation(40%) 

Attendance is compulsory: an attendance to 75% of class hours is necessary to enter the final exams 

 

テキスト（Textbooks） 

None 

 

参考文献（Readings） 

Readings and handouts will be provided by the instructor during the classes 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

Class format will be held mostly in interactive lecture style and in seminar style 

 

注意事項（Notice） 
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■FC553 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

言葉と身体 

(Language and Body) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
「能」という日本の古典演劇を個々の身体を通して実体験し，体で理解し探って行く。 

担当者名 

（Instructor） 
鵜澤 光(UZAWA HIKARU) 

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 年次入学者対象科目 

定員 30 名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

能の表現を裏づける根源的な力とは何か，それを能の詞（ことば）・動きを身体を通して学ぶ。それによって日本人のもつ，豊かな

感性に気づき，更に日本文化の深層に触れて行く。 

 

授業の内容（Course Contents） 

能の一曲を取り上げ内容を理解した上で，その一部分を詞章，節，それに伴う動きを含め，実際に身体で遊ぶ。あくまでも実技中

心。己れの肉体を目一杯使って，能の表現にどれだけ近付けるか，自分に仕掛ける事。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション。（授業の進行の紹介。「能」とはどのような演劇なのか、その内容・歴史などイントロダクションを行う） 

2. オリエンテーション。能「葵上」（あおいのうえ）を素材に戯曲を音読し，現代語訳しつつ，内容を把握し，映像も見る。実技の

基本を学ぶ。 

3. 実技。「葵上」を学ぶ―声を出して謡う。カマエ・ハコビ・型の単元を学ぶ。「葵上」の一部を分割して学ぶ。 

4. 実技。「葵上」の一部を何か所かに分けて学ぶ。（これが最終テストの課題である。） 

5. 能について、「葵上」について学術的側面から学ぶ。ゲストスピーカーを予定。 

6. 実技。前回のつづき。 

7. 実技。前回のつづき。 

8. 実技。前回のつづき。 

9. 実技。前回のつづき。 

10. 現代演劇と能との関連について，ゲストスピーカーを予定。 

11. 実技。「殺生石」。最終テストに向けてしっかり身に付いているか。 

12. 実技。前回のつづき。 

13. 実技。前回のつづき。 

14. 授業内「殺生石」の最終実技テストを実施。能鑑賞のレポート提出。 

 

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

毎回実習したことを反復練習すること。指示されたことを予習，暗記してくること。実技中心の授業である為，欠席しないこと。授業

では積極的に己れに仕掛けて行くこと。 

能鑑賞のインフォメーションは授業にて致します。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(40%)/出席状況と授業参加度(40%)/能鑑賞後のレポート(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 『観世流大成版「殺生石」（せっしょうせき）』、檜書店 

2. 伊藤 正義、1986、『謡曲集（中）』、新潮社 

 

参考文献（Readings） 

1. 観世 寿夫、2008、『心より心に伝ふる花』、角川ソフィア文庫 

2. 石井 倫子、2009、『能・狂言の基礎知識』、角川選書 

3. 小林 保治、1999、『能・狂言図典』、小学館 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

受講者は各自で白足袋を用意すること。坐りやすく動きやすい服装が望ましい。 

 

http://www.tessen.org 

http://www.uzawahisa.jp 
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注意事項（Notice） 
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■FD001 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

認知・行動・身体                    新座 

(Recognition,Behavior and Body) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
選択行動や意思決定の心理学 

担当者名 

（Instructor） 
菊地 学(KIKUCHI MANABU) 

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） 
CMP2400 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

一般的な場面や，不確実でリスクのある場面で人が示す意思決定について，全般的に 心理学の観点からこれまでの諸研究を

概観し，意思決定のメカニズムについての理解を深める。 

 

授業の内容（Course Contents） 

人が行う選択は常に合理的か。意思決定は合理的なものなのか。意思決定に関する研究はきわめて広い領域にわたっている

が，本講義では，主に心理学や行動経済学における研究成果をもとに，意思決定の要因について概説する。 

また，必要に応じて，学生の興味関心のある心理学の分野についても，関連があれば随時内容に含めるようにする。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

本授業の概要を説明する 

2. 心理学（概説） 

一般的な心理学とその研究方法について 

3. 意思決定心理学（概説） 

意思決定心理学における３つの主なアプローチ（行動経済学的アプローチ，ゲーム理論的アプローチ，社会心理学会的ア

プローチ）について 

4. 行動経済学 

期待効用理論，プロスペクト理論について 

5. 意思決定心理学におけるバイアス 

バイアスやヒューリスティック 

6. ゲーム理論 

囚人のジレンマ，ゲーム理論の戦略 

7. 規範理論 記述理論 処方理論 

8. 集団と個人の意思決定（１） 

集団の性質と特性，同調行動 

9. 集団と個人の意思決定（２） 

社会的促進と社会的抑制，社会的手抜き 

10. 集団と個人の意思決定（３） 

集団思考，集団極性化 

11. 不確実 曖昧性 ストレス下の意思決定 

12. リスクと心理学 

13. 集団とリスク 

14. まとめと振り返り 

 

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

準備学習の具体的な指示は，初回授業時に知らせる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

テキストは特に指定しない。講義プリントを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

広田すみれ・増田真也・坂上貴之編『心理学が描くリスクの世界 改訂版 行動的意思決定入門』（慶應義塾大学出版会 2006

年 2,400 円） 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FD002 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

心の科学                        新座 

(Science of Mind) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
心理学の基本的概念を学ぶ 

担当者名 

（Instructor） 
久 雅子(HISA MASAKO) 

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） 
CMP2400 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

様々な領域の心理学を学ぶことにより，それらが日常生活での出来事とどのようなつながりをもっているのか考える手がかりを得

ることを目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

心理学とは人間の心を科学的に解明しようとする学問であり，心理学の研究を通して明らかになっていることは，私たちの日常生

活と密接な関わりをもっている。この授業では，様々な心理学の領域を概観し，日常生活での出来事と心理学で取り上げられて

いるトピックとの関連性を紹介する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 心理学への招待・・・心理学の研究方法 

2. 心理学への招待・・・心理学の歴史 

3. 感覚・知覚・・・明るさと色の知覚・錯視 

4. 感覚・知覚・・・注意・視覚の法則性 

5. 記憶・・・記憶の貯蔵庫モデル 

6. 記憶・・・記憶研究の応用 

7. 学習と動機づけ・・・行動の過程 

8. 学習と動機づけ・・・動機づけ 

9. 発達・・・乳児期の発達 

10. 発達・・・青年期の発達 

11. 性格・・・性格の認知・性格の理解 

12. 性格・・・性格の測定・性格の形成 

13. 対人関係・・・対人認知・対人魅力 

14. 対人関係・・・自己と他者・集団の心理 

 

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

各回の授業内容について，重要な概念等をしっかりと復習し，その上でそれらの概念がどのように自分自身の日常生活と関わっ

ているのか考える習慣を身につけるよう心がけること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(70%)/授業中に提出を求めるコメントペーパーの内容(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

使用しない。授業で使用する資料は Blackboardにアップロードするので各自印刷して授業に臨むこと。 

 

参考文献（Readings） 

授業中に随時紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

私語は厳禁とする。守れない場合は退出を求める場合もある。 

 

注意事項（Notice） 
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■FD003 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

パーソナリティの心理                  新座 

(Psychology of Personality) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
「人それぞれ」を理解するために 

担当者名 

（Instructor） 
牟田 季純(MUTA TOSHIZUMI) 

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） 
CMP2400 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「パーソナリティ」という概念と理論を概観し，その科学的方法（観察，測定，アセスメント，研究手法）について理解を深める。 

 

授業の内容（Course Contents） 

日常の生活の中で「性格」や「個性」という言葉で私たちが捉えている人間観は，心理学では「パーソナリティ（人格）」という概念で

研究されています。心理学におけるパーソナリティの考え方は，発達，社会，認知，臨床といった他の様々な領域とも関係してい

ます。パーソナリティという概念を学ぶことは，他者を理解することだけでなく，自分自身を理解するためにも役立つでしょう。この

講義では，心理学の科学的な方法で捉えられているパーソナリティという考え方を通して，自他の多面性や多様性への理解を深

めます。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 心理学では“性格”をどのようにとらえるのか 

2. 血液型性格診断はなぜ成立し，なぜ成立しないのか 

3. パーソナリティの諸理論 

4. パーソナリティを「測る」とはどういうことか 

5. パーソナリティの形成と変容 

6. パーソナリティの生物学 

7. パーソナリティと自己 

8. 人間関係とパーソナリティ 

9. 文化とパーソナリティ 

10. 病とパーソナリティ 

11. スポーツとパーソナリティ 

12. 能力としてのパーソナリティ 

13. 「適正」とは何なのか 

14. まとめ 

 

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

必要に応じて，授業中に指示する。  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(50%)/出席及びリアクションペーパーへの回答(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 戸田まり, サトウタツヤ, 伊藤美奈子、2005、『グラフィック性格心理学』、サイエンス社 (ISBN:978-4-7819-1102-1) 

2. 榎本博明, 安藤寿康, 堀毛一也、2009、『パーソナリティ心理学 -- 人間科学，自然科学，社会科学のクロスロード』、有斐閣 

(ISBN:978-4-641-12377-9) 

3. 小塩 真司、2014、『パーソナリティ心理学』、サイエンス社 (ISBN:978-4781913438) 

4. 日本パーソナリティ心理学会、2013、『パーソナリティ心理学ハンドブック』、福村出版 (ISBN:9784571240492) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FD004 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

対人関係の心理                     新座 

(Psychology of Human Relations) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
対人関係の両面性と心理的健康 

担当者名 

（Instructor） 
竹田 葉留美(TAKEDA HARUMI) 

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） 
CMP2400 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

社会的場面における人との相互関係のなかで生じる問題について，社会心理学，臨床心理学の視座から理解を深める。  

 

授業の内容（Course Contents） 

対人関係にはポジティブな面とネガティブな面の２つの側面があり，この２つの側面はいずれも個人の心理的健康と深くかかわっ

ている。授業では，コミュニケーションを基盤に，対人行動や対人関係の展開，あるいはストレスフルな対人関係など，さまざまな

視点から理解を深めていく。  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンスおよび対人関係，コミュニケーションの基礎・導入  

2. コミュニケーションの分類と機能 

3. 対人関係の調整機能－パーソナル・スペース 

4. 対人関係の調整機能－自己開示 

5. 対人関係の調整機能－自己呈示  

6. 対人関係の調整機能－印象操作  

7. コミュニケーションの難しさ－対人摩耗 

8. 個人からの視点/相互作用からの視点－承認欲求  

9. 対人関係の展開－対人魅力 

10. 対人関係の展開－恋愛関係の成立  

11. 対人関係の展開－恋愛関係の進展・維持・継続  

12. 対人関係の展開－ネガティブな対人関係 

13. 対人関係のスキル－ソーシャルサポート・被援助要請行動 

14. ストレスをもたらす対人関係－対人ストレスマネジメント  

 

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

心理学，社会心理学，臨床心理学の基本的知識を学習しておくと授業が理解しやすい。入門書または概論書を読んでおくことを

勧める。  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(80%)/授業内に指示した提出物（レポート、コメントペーパー）(20%) 

なお、3/4 以上の出席をしていない場合は、成績評価の対象としない。 

 

テキスト（Textbooks） 

レジュメ・プリント等を配布する。 

 

参考文献（Readings） 

授業のなかで適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

受講者の人数、興味関心により授業の内容、順番については変更することもある。また可能であればゲストスピーカーを招請す

る予定なので、その際は授業内容が変更となる。  

 

注意事項（Notice） 
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■FD005 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

心の健康                        新座 

(Mental Health) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
うつは甘えなのか、幸福であれば心は健康なのか 

担当者名 

（Instructor） 
羽澄 恵(HAZUMI MEGUMI) 

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） 
CMP2400 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

心の健康や問題の特徴および違いを説明できる 

心の健康を脅かしうる要因を指摘できる 

心の健康を維持・向上させるための手段や資源を適切に選択できる 

 

授業の内容（Course Contents） 

わたしたちは日々の生活の中で、さまざまな心の動きを体験しながら過ごしています。喜びや幸福感に満たされる時もあれば、抑

えがたい感情やネガティブな考え、ゆううつな気分が続いてしまう時もあります。これらは誰もが体験しますし目で観察することも

難しいため、どこまでが健康でどこからが問題となるのか、判断が難しいものです。本授業では、おもに講義形式を通して、心の

健康と問題の境目の見極め方、問題が生じる背景、対策について、紹介していきたいと思います。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス：心の健康とは 

2. 心の健康と問題１：さまざまな心の健康と問題 

3. 心の健康と問題２：心の問題はどうして起きるか 

4. 心との付き合い方１：心の健康を維持するコツ 

5. 心との付き合い方２：自分の心がうまくいかなくなったら 

6. 心との付き合い方３：心の問題を軽くする対処 

7. 心との付き合い方４：睡眠で心の健康を制する 

8. 心との付き合い方５：周囲はどう接したら良いか 

9. 心の健康が脅かされるとき１：子供や若者の心の健康 

10. 心の健康が脅かされるとき２：大人たちの心の健康 

11. 心の健康が脅かされるとき３：高齢者たちの心の健康 

12. 心の健康が脅かされるとき４：夫婦と家族の心の健康 

13. 心の健康の未来：心の健康の今と、これから 

14. 総括 

 

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

予習復習として、ニュース等で触れた情報や日常生活での体験について入念に関心をもって振り返り、各授業で学んだ内容をも

とに考察してください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(50%)/授業内レポート(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FD006 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

身体パフォーマンス                   新座 

(Body and Performance) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
パフォーマンスの思考と実践 

担当者名 

（Instructor） 
江口 正登(EGUCHI MASATO) 

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） 
CMP2400 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2016 年度以降 1 年次入学者対象科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

（１）身体やパフォーマンスという事象／概念を巡るさまざまな言説や理論について学ぶ。 

（２）身体やパフォーマンスという事象／概念を主題とした、もしくはそれらに強く関わる芸術実践に関して、その理論的諸問題、歴

史、現状を学ぶ。 

（３）上記の（１）（２）を通じて、身体やパフォーマンスという事象／概念が、今日の世界で、また私たちの日々の生活の中で持つ

意味と可能性について思考していくための基礎を得る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

「身体パフォーマンス」とはやや漠然とした言葉ですが、本講義ではこれを「身体」と「パフォーマンス」にひとまず分解し、それぞれ

に検討した上で、あらためて両者が結びつく領域としての「身体パフォーマンス」について考えます。 

具体的には、講義の前半で身体やパフォーマンスを巡るさまざまな思想的言説や理論を概観し、中盤以降は、20 世紀前半から

今日にいたるまでの、芸術領域における様々な「身体パフォーマンス」の実践を概ね時系列順に検討していきます。 

なお、主題の性質上、グロテスクなものや、性的に過激なものなど、刺激の強い画像や映像を閲覧することがあります。そうした

ものに抵抗のある学生は、受講を控えることを勧めます。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 身体とパフォーマンスの思考１ 

3. 身体とパフォーマンスの思考２ 

4. 身体とパフォーマンスの思考３ 

5. ジョン・ケージ 

6. 美術におけるアクション 

7. ハプニングとフルクサス 

8. ウィーン・アクショニズム 

9. パフォーマンス・アート 

10. マリーナ・アブラモヴィッチ 

11. パフォーマンス以降の演劇 

12. ダンスと振付 

13. セクシュアリティ、エスニシティ、テクノロジー 

14. 記録とリエナクトメント 

 

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

必要に応じて授業中に指示します。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

都度、プリントによる資料を配布します。 

 

参考文献（Readings） 

必要に応じて指示します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

必要に応じて指示します。 

 

注意事項（Notice） 
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■FD007 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

ストレスマネジメント                  新座 

(Theory of Stress Management) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
心と身体の関係を実感する 

担当者名 

（Instructor） 
上村 真美(KAMIMURA MAMI) 

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） 
CMP2400 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

健康心理学の観点からストレスの性質を理解し，ストレスの捉えかたの個人差や効果的な対処法を学び，心身の健康を図る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

社会で生きてゆく上で，いわゆるストレスを避けることは困難である。しかし，上手に乗り越えることができれば人間的に成長する

チャンスにもなる。この授業では，ストレスの性質について学び，なぜ自分がある出来事をストレスと捉えるのかを考え，ストレス

に対する習慣的な考えかたや感じかた，ストレス反応への気づきを高めることを目的とする｡ また，ストレスへの対処手段を紹介

し，応用の仕方を検討する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ストレス，ストレスマネジメントの現状 

2. リラクセーション法について 

3. ストレスの理論 

4. ストレスとパーソナリティ（タイプ A行動傾向） 

5. 怒りのセルフコントロール 

6. ストレスとパーソナリティ（完璧主義，レジリエンスなど） 

7. ストレスとパーソナリティ（自己効力感とその高めかた） 

8. 認知的評価 

9. 不合理な認知とその修正 

10. 対処方略 

11. ストレス反応 

12. 対処資源 

13. 社会的スキル 

14. 問題解決スキル，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関する指示は，必要に応じて別途指示する。Blackboardにも掲示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(75%)/コメントカード兼出席票の内容(25%) 

筆記試験は持ち込み不可。 

 

テキスト（Textbooks） 

特に指定しない。資料を配布する。 

 

参考文献（Readings） 

Blackboardで紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業は講義形式を中心とし，理解を深めるため必要に応じて心理尺度やストレスマネジメント実習（リラクセーション法，ワークシ

ート，ロールプレイングなど）を行う。 

講義 (特に初回) を欠席した場合には，必ず Blackboardの ｢お知らせ｣ と ｢教材｣ を確認すること。授業時間外の学習に関す

る指示を掲示する場合がある。 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 442 - 

■FD008 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

癒しの科学                       新座 

(Healing Sciences) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 

個々人にそなわった自己治癒力の発動のメカニズムを、臨床心理学・心理療法学をとお

して学ぶ 

担当者名 

（Instructor） 
田中 智子(TANAKA TOMOKO) 

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） 
CMP2400 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

自分を癒し、同時に他者をも癒す技法・技術を学ぶ。個人が自分の心全体をつかって生きることや、自分の物語を時間とともに創

生しつづけていくことは大切である。このように十分に機能した個人は、他者との円滑なコミュニケーションをはかり、互いの違い

を認め、生産的な関係を構築する。それがひいては円熟した社会をつくっていくことにつながる。それが癒しのめざすところであ

る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

「癒しの科学」では、自己治癒力が発動するメカニズムを明らかにすることに焦点をおき、臨床心理学・心理療法全般について学

ぶことを目標とする。心理療法の理論を、自分を癒し、他者を癒すことを軸に再体制化し、臨床心理学・心理療法を自分仕様（カ

スタマイズ）していくプロセスともいえる。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 自己治癒力と心身一如 

2. 自己との対話―カウンセリングの理論、およびマイクロカウンセリングの技法― 

3. 自己との対話ー可能性療法、解決志向アプローチに学ぶー 

4. 実感のある言葉とはなにか－一般意味論 ならびに NLP理論― 

5. 実感のある言葉とは何か ―D.スターンの理論から― 

6. 身体への気づき（リラクセーション）－呼吸法、漸進性弛緩法、臨床動作法― 

7. 身体と心をつなぐ－フォーカシングー 

8. マインドフルネスとはなにか 

9. マインドフルネスへ至る道筋 

10. イメージにふれる―芸術療法― 

11. 自己との対話：コンステレーション（布置）を読み、そして語る―ユング心理学― 

12. 自分の物語りを創生する―ナラティブアプローチ― 

13. 交流分析（脚本分析）から学ぶ物語りの創生 

14. 心理療法に通底するものとは何か―癒しとは何か、まとめにかえてー 

 

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

授業では実習をしますで、ご自身が体験することを通して、理論と実践をつなげていってください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(70%)/授業時提出物(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

テキストはありません。授業時にレジュメを配布します。 

 

参考文献（Readings） 

授業時に適宜お知らせします。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FD009 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

スポ－ツの科学                     新座 

(Sports Science) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
スポーツを医学から考える 

担当者名 

（Instructor） 
加藤 晴康(KATO HARUYASU) 

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） 
CMP2400 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

トップアスリートを取り巻く環境は、スポーツ医科学によって形成されている。スポーツは，いくつもの学問から形成され，科学的エ

ビデンスに基づいて進歩していることを理解する 

 

授業の内容（Course Contents） 

スポーツは身体の運動であるが，生理学，心理学，解剖学や医学など多くの学問が関与している．スポーツを軸に，いろいろな視

点からスポーツを見つめる．また，安全にスポーツを行うために必要な医学的知識を紹介する． 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. はじめに 

2. 筋肉１ 

3. 筋肉２ 

4. 持久力 

5. 試合に臨む 

6. 暑熱 

7. 頭部打撲・脳震盪 

8. スポーツ・ヴィジョン 

9. メンタル 

10. スポーツ医学  （内科） 

11. スポーツ医学  （整形外科など） 

12. ケガの予防と準備運動 

13. アンチドーピングとは 

14. まとめ 

 

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

Blackboard を使用して、授業中に提示する課題により予習と復習を行う予定がある。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(65%)/毎授業時に課される小レポートの評価(35%) 

提出が課されたすべての小レポートのうち、１／３以上が未提出の場合は D 評価となる。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

注意：授業評価の対象となる小レポートは，Blackboardを使用して提出する必要がある．また，この小レポートの提出期限は毎授

業日の 23時 59 分までであり，これ以降は一切受け付けないので注意すること．したがって，毎週授業後に Blackboardへのアク

セスが必要となる 

 

注意事項（Notice） 
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■FD010 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

健康の科学                       新座 

(Health Science) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
健康を維持・増進するための生活スタイルを身に付ける 

担当者名 

（Instructor） 
石渡 貴之(ISHIWATA TAKAYUKI) 

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） 
CMP2400 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

この授業では健康の維持・増進に必要な理論と知識を幅広く身につける。 

 

授業の内容（Course Contents） 

不適切な食習慣や運動不足，あるいは生活リズムの乱れやストレスなど，私たちの身体を蝕む要因は身のまわりに余りにも多

い。健康の維持・増進には，正しい知識を持つことはもとより，ストレスなどの生活環境と上手に共存してゆく術を理解する必要が

ある。本授業では健康との関わり方について幅広く学ぶ。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 健康の考え方 

2. ヘルスマネジメント，ヘルスプロモーションの考え方 

3. 健康を維持するための生活スタイルについて（生体リズム） 

4. 健康を維持するための生活スタイルについて（体温と睡眠） 

5. 健康を維持するための生活スタイルについて（食事） 

6. 健康を維持するための生活スタイルについて（肥満と運動） 

7. 健康を維持するための生活スタイルについて（運動と生活習慣病） 

8. 健康を維持するための生活スタイルについて（身体活動量の評価） 

9. 運動と脳の関係 

10. ストレスと運動 

11. 健康と熱中症 

12. 健康を維持するための生活スタイルについて（飲酒と喫煙） 

13. 自己管理の方法 

14. まとめ 

 

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，履修登録完了後に Blackboard上で履修者に対して行う。各自が確認して予習すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(70%)/授業内レポート課題(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特に指定しない。必要に応じて資料を配付する。 

 

参考文献（Readings） 

『これからの健康とスポーツの科学』（講談社サイエンティフィク 2,400 円）。その他授業時に紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FD011 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

栄養の科学                       新座 

(Sciencesof Nutrition) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
身近にある食と栄養の「へぇ～」に気付こう 

担当者名 

（Instructor） 
酒井 健介(SAKAI KENSUKE) 

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） 
CMP2400 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

食物，栄養，生命活動の関係を概念的に理解し，身体の機能と栄養との関係についての理解を深め，自らの食生活を管理する

ための方策を身につける。 

 

授業の内容（Course Contents） 

近年，健康や食と栄養への関心が高まっている。本講義を通じて，「食と栄養」に関して「日常を科学する」知識や視点を持ち合わ

せるよう指導する。また，体重管理や競技力向上，健康増進や疾病予防などさまざまな状況下での「食と栄養」についての自己

管理を促す機会と知識やスキルを提供する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス・ヒトのカラダと栄養 ①ヒトのカラダの構成を食事・栄養 課題 1 

2. ガイダンス・ヒトのカラダと栄養 ②筋骨格系の健康の維持と食事 

3. ガイダンス・ヒトのカラダと栄養 ③脂質・水分と体重の関係 

4. ガイダンス・ヒトのカラダと栄養 ④体位・体格と食事 

5. 食生活・栄養に関するガイドラインや指針 課題 2 

6. 食物と物質（栄養素）の関係 

7. 食事のバランス：自分の食事を見直そう 課題 3 

8. エネルギー収支と体重管理 

9. 食品表示（正しい食品の購入方法） 

10. 健康食品について 

11. 消化と吸収 

12. 各論 糖質・脂質・タンパク質の栄養 

13. 各論 ビタミン・ミネラルの栄養 

14. 授業内テスト 

 

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

食物と栄養，そしてヒトのカラダについて興味関心を持ち，日常の食行動の変容や健康的な食生活の獲得に意欲を持つこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(40%)/授業内レポート(40%)/出席および授業態度(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

指定しない。必要に応じ授業時にプリントを配付。 

 

参考文献（Readings） 

必要に応じて授業中に紹介。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FD012 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

アンチエイジングの科学                 新座 

(Science of Anti-Aging) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
「元気で長生き」を目指して 

担当者名 

（Instructor） 
神野 宏司(KOHNO HIROSHI) 

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） 
CMP2400 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

現代の日本は世界有数の長寿国となり，健康で長寿を享受する健康寿命が価値をもつ時代となっている。本講義では加齢に伴

う自らの身体の変化を理解するとともに他者の加齢変化に対する理解も重要となっている。そこで身体内部のミクロレベルの変

化，地域，国レベルで見る介護問題を理解しながら，自ら積極的に健康を維持するために方策についての理解を深めることを目

的とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

１．エイジング(加齢)による身体の変化 

２．アンチエイジングと生活習慣 

３．介護予防の方策 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス，加齢とは 

2. 加齢による身体の変化１ 

3. 加齢による身体の変化２ 

4. 加齢による身体の変化 3 

5. 老化のメカニズム１ 

6. 老化のメカニズム２ 

7. 日本人高齢者の健康問題１ 

8. 日本人高齢者の健康問題２ 

9. 健康寿命と介護予防 

10. アンチエイジングとエビデンス 

11. アンチエイジングと生活習慣 

12. アンチエイジングと食事・栄養 

13. アンチエイジングと身体活動 

14. まとめ 

 

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

授業において適宜，授業内容に関連する項，事柄について質問し，コメントペーパーへの回答を求める。単に聴講するだけでは

なく復習に活用してほしい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/レポート(30%)/出席兼コメントペーパーの内容(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

テキストは使用しない。資料を Blackboardにて配付するので，受講生各自で印刷するなど対応してほしい。 

 

参考文献（Readings） 

1. 辻一郎、2004、『のばそう健康寿命』、岩波書店 (ISBN:4007001030) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FD013 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

スポーツとメディア                   新座 

(Sport and Media) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
メディアはスポーツをいかに伝えてきたか 

担当者名 

（Instructor） 
佐野 慎輔(SANO SHINSUKE) 

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） 
CMP2400 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2016 年度以降 1 年次入学者対象科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 われわれにとって、スポーツとは何か？ 「する」だけがスポーツではない。 

「みる」「支える」「調べる」など、いろいろなかたちで、われわれの周囲にスポーツが存在している。 

メディアを通して「知る」スポーツの実情、実態もある。 

 メディアはスポーツをどう伝えてきたのか、いまをどう伝えようとしているのか。 

メディアとスポーツの関係を学ぶことにより、スポーツに新たな視点で接し、関心を深めていきたい。 

 一方で、メディアとくにスポーツメディアへの理解、関心を持ち、スポーツメディアを志向する人たちには指針となる授業でありた

い。  

 

授業の内容（Course Contents） 

 今年２、３月には平昌冬季オリンピック・パラリンピック、６月にはＦＩＦＡワールドカップ・ロシア大会が開催され、来年はラグビー

のワールドカップ日本大会、そして２０２０年東京オリンピック・パラリンピックの開催が予定されている。メディアが大きく取り上げ、

人々の関心を盛り上げることはいうまでもない。その報道のあり方、とくに２０２０年に向けた実態をとりあげ、報道について考えて

いく。 

 永年、スポーツ報道に携わってきた経験を伝えるとともに、国際大会等あり方にも考察を加える。また、スポーツとメディアとの

関係について、歴史を通して理解を進めていく。授業中、過去の映像等も流し、分析を加えていく。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. メディアとは何か？  

・ではスポーツメディアとは何か？ スポーツ・ジャーナリズムとの違いはあるのか？ 

2. スポーツとは何か？ 日本にスポーツはあったのか？ 

・日本のスポーツの歴史を考え、メディアはどう関わった 

3. 新聞が牽引した日本のスポーツ 

・日本に近代スポーツが入ってきたの明治初期、その頃から新聞が普及に関わる 

4. テレビが変えた日本のスポーツ報道 

・それまで、新聞の独占状態にあったスポーツ報道はテレビの普及とともに変化した 

5. メディアとスポーツイベント① 

・日本のスポーツ報道の中心は野球だった。その背景にメディアがあった 

6. メディアとスポーツイベント② 

・オリンピックとメディアを考える 

7. メディアとスポーツイベント③ 

・ワールドカップを中心にサッカー報道を考える 

8. メディアスポーツを知っている？ 

・スポーツメディアとメディアスポーツ、成功したメディアスポーツとは… 

9. 日本のスポーツ報道の特色とは 

・新聞、テレビを通して、日本のスポーツ報道について考える。世界の報道実態は… 

10. 放送権ビジネスと報道の立ち位置 

・多くのイベントは放送権収入に支えられている。それがスポーツに与える影響は… 

・逆にスポンサードが報道を偏向させないか 

11. 地域密着とローカルメディア 

・スポーツによる地域創生が注目されるなか、地域メディアの果たす役割とは 

12. ２０２０年東京オリンピック・パラリンピックを考える 

・東京大会の準備状況をメディアの視点から 

・東京大会はどのような大会、報道であってほしいか 

13. スポーツの価値へ、メディアの役割 

・ドーピングやルール違反、メディアはそれをどう報じているか 

・スポーツの価値とはなにか 

14. フェイクニュースとリテラシー 

・ＳＮＳの普及はフェイクニュースを呼び込んだ、既存メディアの立ち位置とは… 



 - 448 - 

・リテラシーの必要性を問う 

 

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

・スポーツ報道に関心を持ってほしい。数あるイベントを新聞、テレビ、インターネットはどう報じているか、 

そこに関心を持って頂きたい。 

・毎週、授業の始めに前週のイベントについて、報道の様子を含めて分析を加えたい。 

・質問等は、授業の始めにメールアドレスを明示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/出席兼コメントペーパー(40%) 

授業中、コメントを書いてもらい、平常点にあてる 

 

テキスト（Textbooks） 

テキストは特に設けず、毎週、資料を配付する 

 

参考文献（Readings） 

・スポーツ紙を含めた新聞各紙の閲読（毎週、それをもとに分析を行う） 

・必要があるものについては、その都度、授業内で指示する 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

・笹川スポーツ財団ホームページ 

 （データ、報告書、スポーツ白書、歴史と検証などを参照） 

・電子書籍「ＩＯＣ」猪谷千春著（新潮社）の閲読を勧める ⇒ オリンピック関連ではもっとも良くまとまっている 

 

注意事項（Notice） 
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■FD014 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

スポーツと社会                     新座 

(Sport and Society) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
スポーツ文化論 

担当者名 

（Instructor） 
後藤 光将(GOTOU MITSUMASA) 

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） 
CMP2400 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

我々にとって，「身体」「からだ」の存在は，人間である以上普遍的なテーマとなりえます。古代ギリシャから現代に至るまで， 哲

学をはじめ様々な分野でこれらが探求され続けています。 

この授業では，人間の生身の「身体」を表現する文化複合体として「スポーツ」に注目します。FIFA W 杯，五輪などメガスポーツイ

ベントは，もはや国際政治・経済の分野においても無視することはできません。「スポーツ」は，我々にとってもはや必要不可欠な

存在ともいえます。 

文化論的学問対象として「スポーツ」に接近することにより，何気なく行ってきた，見てきた「スポーツ」を歴史学的，文化人類学的

手法で解釈していきます。 

本授業を受講することによって，様々な事象に対する歴史的視野を広げることができます。 

 

授業の内容（Course Contents） 

本講では，文化人類学的視点と歴史学的視点でスポーツに関連する様々な事象に接近します。時事的な問題も取り扱うので，国

際情勢の変化によって授業内容も変更になる場合があります。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス（スポーツアニメに見る文化性） 

2. スポーツの概念史 

3. 体育の概念史 

4. キリスト教と身体・体育・スポーツ 

5. 日本人初のオリンピアン 金栗四三 

6. 日本人初のメダリスト 熊谷一彌 

7. 映画にみるスポーツ（１） 

8. 映画にみるスポーツ（２） 

9. スポーツとテロ 

10. スポーツと民族問題 

11. スポーツ選手の社会貢献 

12. 2020 年東京五輪 

13. スポーツとマスメディア 

14. 文化としてのスポーツとは？ 

 

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

KIDS（携帯，飲食，惰眠，私語）は厳禁です。大人の授業態度で受講して下さい。事前に学習する必要はありませんが，スポーツ

関連の時事問題に常に注目して下さい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業内に行う小テスト（15％×4回）(60%)/最終レポート(Final Report)(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 日本オリンピック・アカデミー編、2016、『JOAオリンピック小事典』、メディア・パル 

2. 瀬戸邦彦・杉山千鶴編、2013、『近代日本の身体表象―演じる身体・競う身体』、森話社 

3. 新井博・榊原浩晃編、2012、『スポーツの歴史と文化 スポーツ史を学ぶ』、道和書院 

4. 阿部生雄編、2012、『スポーツの世界地図』、丸善出版 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■FD015 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

スポーツと文化                     新座 

(Sports and Culture) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
近・現代のスポーツ特有の文化的特性を多面的に理解する 

担当者名 

（Instructor） 
高峰 修(TAKAMINE OSAMU) 

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） 
CMP2400 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

これまでは「やる」対象であったスポーツを「知る」「考える」対象として位置づけ、近･現代のスポーツ文化について「観念」や「規

範」、「技術」、「物質」といった面から理解し、批判的に考えられるようになることを目標とします。 

 

授業の内容（Course Contents） 

毎回の講義にテーマを設定し、各テーマについて、テキストやその他の資料･映像などの情報を基にしながら講義をします。 

講義終了時には毎回リアクションペーパーに記入してもらい、評価の対象とします。記入内容があまりにも不十分な場合は出席

になりませんので気をつけてください。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション「炎のランナー」を観る 

2. 近･現代スポーツを理解する①：アマチュアリズム 

3. 近･現代スポーツを理解する②：ナショナリズム 

4. 近･現代スポーツを理解する③：コマーシャリズムとメディア化 

5. 近･現代スポーツを理解する④：グローバリゼーション 

6. 近･現代スポーツを理解する⑤：オリンピズム 

7. 各論①：ルール論 

8. 各論②：施設･用具論 

9. 各論③：障がい者スポーツ論 

10. 各論④：スポーツと不正行為 

11. ジェンダー論①：スポーツとジェンダー 

12. ジェンダー論②：スポーツと身体的性 

13. ジェンダー論③：スポーツとセクシュアリティ 

14. まとめ：近･現代スポーツの文化とは 

 

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

毎回のテーマに関わるテキストの該当部分を事前に熟読してくること。その内容について授業開始時にクイズを出すことがありま

す。詳細については講義時間内に説明します。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/出席およびリアクションペーパーの内容(60%) 

3 分の 2 以上の出席をしていない場合は成績評価の対象となりません。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 井上俊･菊幸一、2012、『よくわかるスポーツ文化論』、ミネルヴァ書房 (ISBN:978-4-623-06118-1) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

基本的にはスライドを用いて講義を進め、映像資料を適宜使用します。スライドは PDF ファイルにて講義前に Blackboardにアッ

プロードします。 

リアクションペーパーのフィードバックは、原則として次回講義開始時に行います。 

「受講者は講義を聞く意思をもっている」ことを前提として授業を進めます。 

講義中の退室は遠慮してください。 

 

注意事項（Notice） 
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■FD016 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

レジャー・レクリエーションと現代社会          新座 

(Leisure and Recreation in Modern Society) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
自分らしく生きるためのライフスタイルとは・・ 

担当者名 

（Instructor） 
水上 博司(MIZUKAMI HIROSHI) 

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） 
CMP2400 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

レジャー・レクリエーションを人間行動として広義に捉え，自分らしく豊かに生きるとは何か，を多角的な視点から探求する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

レジャーとレクリエーションを私たちの身近な日常生活行動の一部として広義に捉える。最初にレジャー論の基礎的概念を学んだ

のち，我が国における 1960 年代から 2000 年代までの自由時間の過ごし方や余暇行政を振り返る。その上で現代社会において

自由時間を自分らしく過ごそうとしている人たちの事例に学びつつ自らのライフスタイルを見直すきっかけを得る。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. レジャー論の基礎概念 

3. 「遊び」とレジャー・レクリエーション 

4. 日本人のライフスタイルの変容 

5. １９６０年代の社会経済と余暇行政 

6. １９７０年代の社会経済と余暇行政 

7. １９８０年代の社会経済と余暇行政 

8. １９９０年代の社会経済と余暇行政 

9. ２０００年代以降の社会経済と余暇行政 

10. 低成長時代のライフスタイルと自由時間の意味 

11. 若者ライフスタイルと自由時間（１） 

（ゲスト講義） 

12. 若者ライフスタイルと自由時間（２） 

（ゲスト講義） 

13. ライフスタイルにおける体験や経験の意味 

14. 授業内テスト 

 

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 Blackboard上で履修者に対して行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(40%)/レスポンスカードと出席(40%)/授業内中間筆記テスト(20%) 

出席回数が２／３未満の場合には D 評価。 

 

テキスト（Textbooks） 

授業のはじめに資料を配布するのでテキストは使用しない。 

 

参考文献（Readings） 

随時紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

遅刻の扱い。授業開始後、受講カードを受理できる時間（授業開始後約５分）までにカードを受理できなかった場合は遅刻です。 

準備学習の指示は Blackboard上で履修者に対して行う。 

 

注意事項（Notice） 
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■FD017 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

アウトドアの知恵に学ぶ                 新座 

(Learning from the Outdoors) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
人と自然の本質的関係 

担当者名 

（Instructor） 
鹿熊 勤(KAKUMA TSUTOMU) 

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） 
CMP2400 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2016 年度以降 1 年次入学者対象科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

人が生きるために見い出し伝承してきたさまざまな生活技術や､ 平等・協力を前提とした社会的なしくみ｡ これらの源流は狩猟・

漁労・採集で暮らした縄文時代にまでさかのぼることができます｡ 縄文の知恵は完全に消失してしまったわけではなく､ 今も農山

村の伝統的な生活技術や､ 自然の中で行なう娯楽の中にエッセンスとして生きています｡ これら ｢アウトドアの知恵｣ について

知っておくことは､ 非常時の行動選択に役立つと同時に､自然と人間の本質的な関係を振り返り､ 持続可能な社会の在り方を考

えるヒントになります｡ 

 

授業の内容（Course Contents） 

スライド写真による解説を中心に進行します｡ テーマに応じて実体標本を回覧し､ ゲストスピーカーからより専門的なお話を伺う

予定です｡ 本授業で扱う ｢アウトドア｣ とは､ 自然を上手に利用する技術や知恵全般のことであり､テントの張り方やバーベキュ

ーの方法といった個別のレジャーテクニックを学ぶ場ではありません｡ なお ｢命｣についても多く取り上げます｡狩猟などの回では

人により不快に感じる画像も扱いますが､ 人間の営みを振り返るうえで避けることのできないテーマですので､ ご承知おきくださ

い。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 人は何を食べてきたか（採集生活の知恵） 

3. 地球のリズムで暮らす 

4. 毒と薬 

5. 漁労の知恵①  

6. 漁労の知恵② 

7. 昆虫へのまなざし①  

8. 昆虫へのまなざし②  

9. 日本人と野生動物 

10. 狩猟の知恵 

11. 衣と住を支えた植物  

12. 火と刃物 

13. ゲストスピーカー招聘授業① 

14. ゲストスピーカー招聘授業② 

 

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

授業時に関心を持った項目について自主的に調べを重ねることが理想。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(60%)/課題レポート(40%) 

アウトドア大好きな人も、自然ってナニ？という人も歓迎します 

 

テキスト（Textbooks） 

1. かくまつとむ、2015、『糧は野に在り』、農山漁村文化協会 (ISBN:978-4-540-14196-6) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FD071 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

立教ゼミナール４                    新座 

(Seminars for Students of Rikkyo University 4) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
家族心理学：家族とこころ 

担当者名 

（Instructor） 
山田 哲子(YAMADA TETSUKO) 

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） 
CMP2440 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

2016 年度以降 1 年次入学者対象科目 

定員 30 名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

この授業では，心理学の観点から家族の定義や成り立ちなどの基本的事項を学ぶことから始める。それを受け，従来の価値観

にとらわずに「家族」の多様性について学習する。また，昨今の家族をめぐる様々なテーマに関心を持ち，自ら学び，議論する力

を養うことを目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

授業の前半の回は，家族心理学に関するテキストを講読し，家族の成り立ちや定義，家族の関係性，家族の中で生じやすい問

題について心理学のアプローチから学ぶ。各回において発表担当者が担当文献をレジュメにまとめ，それを受けて授業内でディ

スカッションを行う。授業の後半の回では，前半で講読したテキストの内容から各自が家族心理学の中で興味を持ったテーマを決

め，先行研究を読み，プレゼンテーションを行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 文献講読① 家族とは何か 

3. 文献講読② 結婚、夫婦の始まり 

4. 文献講読③ 夫婦の関係 

5. 文献講読④ 親子の関係 

6. 文献講読⑤ 家族の病理 

7. 文献講読⑥ これからの家族のかたち 

8. プレゼンテーション発表とディスカッション① 

9. プレゼンテーション発表とディスカッション② 

10. プレゼンテーション発表とディスカッション③ 

11. プレゼンテーション発表とディスカッション④ 

12. プレゼンテーション発表とディスカッション⑤ 

13. プレゼンテーション発表とディスカッション⑥ 

14. 全体のまとめ 

 

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

各自発表担当となった授業において、レジュメを作成する。また、自身が発表担当でない授業の配布資料も読み込み、ディスカッ

ションに備えること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への出席とディスカッションへの参加(50%)/レジュメ作成および発表、レポート(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業内および Blackboardにて適宜配布を行う。 

 

参考文献（Readings） 

1. 中釜洋子ほか、2008、『家族心理学―家族システムの発達と臨床的援助』、有斐閣ブックス 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FD072 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

立教ゼミナール発展編 ４                新座 

(Seminars for Senior Students of Rikkyo University 4) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
スポーツとコーチングにおける諸問題を考える 

担当者名 

（Instructor） 
佐良土 茂樹(SARODO SHIGEKI) 

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） 
CMP3400 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

2016 年度以降 1 年次入学者対象科目 

定員 30 名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

この授業では、スポーツとコーチングにおける諸問題をさまざまな観点から一緒に考えていくことを通じて、広い視野をもって議論

する能力や、自分たちの生き方、社会全体のあり方を見直す能力を涵養することを目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

体罰やハラスメントやドーピング等のスポーツにまつわる諸問題、現代のスポーツにおいて重要度が増しているコーチングにまつ

わる諸問題を、倫理学的観点を中心としつつも、専門領域にとらわれない広い視野をもって検討し、議論をしていく。以下に授業

計画を提示するが、受講生の関心や興味に応じて扱うトピックに若干の変更を加える可能性もある。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. スポーツにおける体罰の問題 

3. スポーツにおけるハラスメントの問題 

4. スポーツにおけるドーピングの問題 

5. スポーツと部活動 

6. スポーツとオリンピック・パラリンピック 

7. スポーツとメディア 

8. 「私」が受けてきたコーチング 

9. コーチの役割とは何か？ 

10. よいコーチングとは何か？ 

11. コーチに必要な知識・技術・人柄とは何か？ 

12. コーチにとっての「幸福」とは何か？ 

13. アスリート・センタード・コーチング 

14. 全体の振り返りと総括 

 

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

受講生は次回に使用されるテキスト、記事、論文等を事前に読んで、自分の考えをまとめてくることが求められる（30〜60 分）。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/授業参加状況（レポート報告・議論への参加）(40%)/リアクションペーパー(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

共通のテキストは特に指定しない。授業の各トピックに関するテキスト・記事・論文等については適宜コピーを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 友添秀則編、2017、『よくわかるスポーツ倫理学』、ミネルヴァ書房 (ISBN:978-4623080137) 

2. 川谷茂樹、2005、『スポーツ倫理学講義』、ナカニシヤ出版 (ISBN:978-4888489232) 

3. シェリル・ベルクマン・ドゥルー、2012、『スポーツ哲学の入門』、ナカニシヤ出版 (ISBN:978-4779505713) 

4. コーチング学会編、2017、『コーチング学への招待』、大修館書店 (ISBN:978-4469268195) 

5. マイク・シャシェフスキー、2011、『コーチ Kのバスケットボール勝利哲学』、イースト・プレス (ISBN:978-4781605326) 

その他の参考文献のリストについては第一回目の授業で配布する。受講生はそれぞれのトピックに関連する優れた文献・記事・

論文を知っていれば積極的に共有して欲しい。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FD101 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

認知・行動・身体 

(Recognition,Behavior and Body) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
生物としてのヒトの心と行動 

担当者名 

（Instructor） 
坂口 菊恵(SAKAGUCHI KIKUE) 

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） 
CMP2400 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

睡眠・感情・愛着・性行動・社会性など、私達の日常生活を維持している神経伝達物質やホルモン、神経ネットワークの働きにつ

いて学ぶ。 

 

授業の内容（Course Contents） 

私達が普段直面する心身のあり方やその個性は、さまざまな神経伝達物質や脳部位の相互作用によって維持されている。それ

が多数派の状態から外れると「障害」とされたり、さまざまな生きづらさのもとになることもある。逆に、特別な能力や新たな未来の

可能性を創造する手がかりをもたらす場合もあるだろう。 

本講義では、身近な症例・実例を入り口にヒトの心や行動のあり方を自然科学的に探求する方法と得られた知見を学ぶ。日常生

活にも役立つ内容を通じて、科学的な思考の仕方を無理なく身につけられるような構成とする。 

前半は脳神経科学的な内容が中心だが、後半では進化や他の生物との比較に関する内容も取り上げる。 

リアクションペーパーを通じた学生とのコミュニケーションを重視する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 遺伝か、環境か？：行動主義から進化認知科学・神経科学へ 

2. 脳の機能局在：フィニアス・ゲージ、脳の階層性、高次脳機能障害 

3. 神経科学基礎（メソ・ミクロスケール）：神経の構造、シナプスの可塑性とニューラルネットワーク、記憶 

4. 神経伝達物質・ドーパミン：パーキンソン病 

5. ドーパミン：薬物依存と脳内"報酬回路"、統合失調症スペクトラム、新奇性探究、ADHD 

セロトニン：うつ 

6. セロトニン、ノルアドレナリン：抗うつ薬、摂食障害、双極性障害、不安障害、強迫性障害、PTSD、行為障害 

7. アセチルコリンと認知症：アルツハイマー病、インスリン抵抗性 

8. 意識：昏睡、脳死、植物状態、ロックトイン、てんかん、脳波、離断脳  

9. 意識２：AI（人工知能）と BCI、統合情報理論 

睡眠 

10. 睡眠と覚醒：ナルコレプシー、オレキシン 

ホルモンとフェロモン 

11. ホルモンとフェロモン２：性ホルモンと性分化、おもちゃの好み 

12. 非典型的性分化：性分化疾患、セクシュアル・マイノリティ、至近要因と究極要因、同性間性行動の進化 

13. 一夫一妻配偶システム：進化、恋愛、オキシトシン、バソプレッシン 

14. 社会脳と心の理論：社会脳の進化、自閉症スペクトラム、ウィリアムズ症候群、サイコパス、サヴァン、デフォルトモードネット

ワーク 

 

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

授業内で紹介する一般向け科学書を通じた学習。 

授業内容に関連したビデオなどの資料を視聴したり、クイズの答えを考えてきたりしててもらうことがある。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(50%)/最終レポート(Final Report)(30%)/出席兼コメントペーパーの内容(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. J.ピネル、2005、『バイオサイコロジー』、西村書店 (ISBN:4890133356) 

2. ミチオ・カク、2015、『フューチャー・オブ・マインド：心の未来を科学する』、NHK出版 (ISBN:978-4140816660) 

3. デイヴィッド ・イーグルマン、2016、『あなたの知らない脳：意識は傍観者である』、早川書房 (ISBN:978-4150504755) 

他の参考文献は授業時に紹介する。 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FD102 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

認知・行動・身体 

(Recognition,Behavior and Body) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
日常生活の認知科学 

担当者名 

（Instructor） 
関口 勝夫(SEKIGUCHI KATSUO) 

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） 
CMP2400 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

身の回りの事象を題材に，我々がどのように世界をとらえているかを認知科学の観点から考察することで，人間の心に興味を持

ち，さらに日常生活の経験から自分自身を見つめ直すことができる｡  

 

授業の内容（Course Contents） 

我々は，世界をありのままにとらえているわけではない｡ 視覚認知の話題を中心に，我々の身の回りの事象に深く関連する認知

科学のトピックを紹介しつつ，｢心｣ が外界の情報をどのように処理しているのかを解説する｡ また関連する他の研究領域の題

材や最新の研究トピックも体系的に学び，認知科学の全体を概観する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション・認知科学とは 

2. 境界の検出 

3. 図地の分離・群化 

4. 知覚的体制化・主観的輪郭・アモーダル補完)  

5. 視覚性失認 

6. 奥行きの知覚 

7. 大きさ・明るさ・色の知覚 

8. 運動の知覚 

9. 視覚的錯覚（錯視） 

10. 視覚的注意 

11. 聴覚情報処理 

12. 記憶・カテゴリ化・思考・推論・問題解決等の認知科学の諸領域 

13. 比較認知科学・学習と行動 

14. 空間認知 

 

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

認知科学的な問題は日常経験するものも多く，問題ではないように思えることも突き詰めていくと不思議なことがある。当たり前

に思えることにも疑問を持てるように考える癖をつけておくとよい。また，講義内容を日常生活の中で実際に体験・経験し，認知や

心の働きを実感しながら復習できることが望ましい｡講義内容で不明な点があれば遠慮などせずに極力質問するようにする。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(70%)/小レポート(30%) 

本科目の筆記試験は，定期試験期間内に持ち込み不可で行われることを念頭に置いて受講すること。小レポートは 7 回ほどを

予定し，証明書が添付されていない遅延提出は一切認めない。講義内で書いて提出するものと講義外で書いて提出するものが

ある。 

 

テキスト（Textbooks） 

講義用のスライドを資料として適宜学内 webシステム「Blackboard」上にて配布し，テキストは特に使用しない。 

 

参考文献（Readings） 

1. 森敏昭・井上毅・松井孝雄、1995、『グラフィック認知心理学』、サイエンス社 (ISBN:978-4781907765) 

2. 御領謙・江草浩幸・菊地正、1993、『最新 認知心理学への招待―心の働きとしくみを探る （新心理学ライブラリ）』、サイエンス

社 (ISBN:978-4781907048) 

3. 大山正・梅本尭夫、2000、『視覚心理学への招待―見えの世界へのアプローチ （新心理学ライブラリ）』、サイエンス社 

(ISBN:978-4781909639) 

参考文献は購入希望者向けに紹介するものであり，購入する必要は特にない。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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非常勤であるため本学にオフィスがなく，開講日のみ出向する。質問等は，講義前後やメールで受け付ける。授業内容に関連す

る質問であれば講義内外に関わらず常時受け付ける。 

 

注意事項（Notice） 
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■FD103 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

心の科学 

(Science of Mind) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
実験例を通して学ぶ心理学 

担当者名 

（Instructor） 
堀 耕治(HORI KOUJI) 

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） 
CMP2400 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

文系領域に分類される心理学に文系らしからぬ風貌を与えているのが実験という研究手法である。実際，実験的研究を知らずし

て心理学を語ることはできない。この授業では具体的な実験例の解説を通して心理学の広がりを知るとともに，心理学実験の着

想や工夫について理解する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

心理学実験はわれわれの心や行動について数々の事実を明らかにしてきた。この授業は心理学を理解する上でとくに重要であ

ると考えられる実験を，毎回さまざまな心理学分野から少数とりあげ，詳細かつわかりやすく，そしてできればおもしろく紹介して

いく。どこかで耳にしたことがあるような有名な研究だけでなく，心理学者にさえあまり知られていない研究もとりあげる。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 心理学と実験：手始めに 

2. 社会心理学から（1）：責任はとってくれますか 

3. 知覚研究から：「ふしあな」って，このこと？ 

4. 記憶研究から：まぶたのうらに 

5. 認知研究から：これが案外むずかしい 

6. 学習心理学から（1）：お気をつけください 

7. 学習心理学から（2）：原因はあなた 

8. 比較認知心理学から：動物に語らせるには 

9. 発達心理学から（1）：赤ん坊に語らせるには 

10. 発達心理学から（2）：唯我論では生きていけないし 

11. 行動研究から（1）：キリギリスですけど何か？ 

12. 行動研究から（2）：人の振り見て・・・ 

13. 行動研究から（3）：デタラメな奴っていうけど 

14. 社会心理学から（2）：仮想が仮想でなくなるとき 

 

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

必要に応じて授業内で指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(60%)/随時おこなうクイズ（小テスト）(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 塚本伸一・堀耕治、2005、『現代心理学への招待』、樹村房 (ISBN:978-4883671168) 

その他，随時紹介。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FD104 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

心の科学 

(Science of Mind) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
行動科学としての心理学の基礎を学ぶ 

担当者名 

（Instructor） 
平田 万理子(HIRATA MARIKO) 

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） 
CMP2400 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

対人場面で生じる様々な出来事の中から，それぞれに関連する心理学の基礎的な知識について学び，一つ一つの行動の意味

を考える力を養う。 

 

授業の内容（Course Contents） 

対人場面には，様々な“なぜ？”がある。心理学をどれだけ学んでも，他者あるいは自分自身の心が手に取るようにわかることは

ないだろう。だが，行動に潜む心を読み取ろうとすることで，疑問に対する何らかの答えは出るし，その後の行動予測にも役立つ

だろう。本授業ではこのような“心を読み取る姿勢”を，様々な知見を通して習得することを目的とする。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業の概要紹介・心理学とは（導入） 

2. 心理学のはじまり 

3. 感覚・知覚：目立つことの意味（図と地） 

4. 感覚・知覚：地獄耳の正体（選択的知覚） 

5. 学習・認知：見たくないものはないもの（知覚的防衛） 

6. 学習・認知：似たものは間違う(抑制と干渉) 

7. 学習・認知：末っ子は要領がいい？（条件づけとモデリング） 

8. 社会：心変わりの理由（態度変容） 

9. 社会：“類は友を呼ぶ”は本当？(対人魅力） 

10. 社会：人前ではなぜあがるのか？（社会的促進） 

11. 人格・臨床：苛々のメカニズム（フラストレーション） 

12. 人格・臨床：個人差の調べ方（心理検査） 

13. 教育・発達：ほめられて伸びる（外発的動機づけ） 

14. 教育・発達：自分さがしの時期（アイデンティティの確立） 

 

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，毎回の授業終了時に授業内で行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(70%)/出席兼コメントペーパーの提出状況及びその内容（調査協力点も含む）(30%) 

なお、3/4 以上の出席をしていない場合は，成績評価の対象としない。 

 

テキスト（Textbooks） 

特に指定しない。 

 

参考文献（Readings） 

適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

欠席した回については，要望があれば配布資料をお渡ししますが，授業で行った内容 （穴埋めの箇所） については各自で調べ

たり，必要であれば授業後に質問すること。（穴埋めの内容を次週以降に伝えたり，Blackboardや web上で公開することはあり

ません） 

 

注意事項（Notice） 
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■FD105 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

パーソナリティの心理 

(Psychology of Personality) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
心の生涯発達 

担当者名 

（Instructor） 
菅沼 真樹(SUGANUMA MAKI) 

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） 
CMP2400 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

人の心の個性の成り立ちや，加齢に伴って経験される心理的変化について，生涯発達心理学の観点から理解を深める。 

 

授業の内容（Course Contents） 

パーソナリティ発達や対人関係の発達など，社会情緒的な側面の発達を中心に概観していく。受講者各人が「これまで」を振り返

り，「これから」を展望するためのヒントともなるように，具体的場面と関連づけながら講義を進めていく。生活の中でみられるエピ

ソードの紹介なども、積極的に取り入れていく。授業全体を通して、受講者各人が「人の発達とは何か」を考えるきっかけを提供し

たい。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 心理学とは 

2. 生涯発達心理学とは（１）（乳児期、幼児期、児童期） 

3. 生涯発達心理学とは（２）（青年期、成人期、老年期） 

4. 乳幼児期の心理（１） 

5. 乳幼児期の心理（２） 

6. 親子関係の発達（１） 

7. 親子関係の発達（２） 

8. 親子関係の発達（３） 

9. 仲間関係の発達 

10. 青年期の心理（１） 

11. 青年期の心理（２） 

12. 成人期の発達（１） 

13. 成人期の心理（２） 

14. 老年期の心理 

 

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

開講に当たっての既有知識は、特に求めない。心理学関連科目の初学者にも理解できるように、授業を進めていく。開講後の授

業時間外の学習に関しては、授業内で適宜指示する。 

授業外でも、自身とは異なる発達段階にある者（乳幼児、児童、高齢者など）に対して積極的に関心を寄せ、可能な限り直接かか

わる機会を持つなどして、理解を深めてほしい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(100%) 

持ち込み不可 

 

テキスト（Textbooks） 

特に指定しない。 

 

参考文献（Readings） 

1. 塚本伸一・堀耕治（編）、2005年、『現代心理学への招待』、樹村房 (ISBN:4-88367-116-X) 

2. 無藤隆・岡本祐子・大坪治彦（編）、2009 年、『よくわかる発達心理学第２版』、ミネルヴァ書房 (ISBN:978-4-623-05379-7) 

その他、授業内で適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業は講義形式で行う。私語は厳禁とし，これを守れない者の履修は認めない。 

 

注意事項（Notice） 
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■FD106 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

パーソナリティの心理 

(Psychology of Personality) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
日常生活とパーソナリティ 

担当者名 

（Instructor） 
清水 裕(SHIMIZU YUTAKA) 

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） 
CMP2400 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

パーソナリティについて自己洞察を深めるとともに，日常生活の中でのパーソナリティの影響について理解を深める。 

 

授業の内容（Course Contents） 

パーソナリティの定義と形成過程・構造などに関する理論および理解の方法について解説した後，対人関係・対人行動・心身の

健康とパーソナリティとの関連性について，具体的な研究も示しながら考察する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. パーソナリティとはどのようなものか 

2. パーソナリティの研究史 

3. パーソナリティに関する考え方１ 類型論 

4. パーソナリティに関する考え方２ 特性論 

5. パーソナリティに関する理論１ 構造論 

6. パーソナリティに関する理論２ 現象学的理論 

7. パーソナリティの測定法 (観察・面接・テスト)  

8. パーソナリティの発達 遺伝と環境 

9. 対人関係とパーソナリティ１ 同性の友人関係の進展過程 

10. 対人関係とパーソナリティ２ 異性の友人関係の進展過程 

11. 心身の健康とパーソナリティ１  精神疾患 

12. 心身の健康とパーソナリティ２ 心理的不適応 

13. 心身の健康とパーソナリティ３ 心理療法 

14. パーソナリティの適応的変容 

 

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

前の週に次回の授業で使用するプリントを配付する。次回までの準備学習については、この時に指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(70%)/小レポートと出席点(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 詫摩武俊・瀧本孝雄・鈴木乙史・松井豊、2003、『性格心理学への招待［改訂版］』、サイエンス社 (ISBN:4-7819-1044-0) 

 

参考文献（Readings） 

参考文献は授業時に適宜指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

板書の講義中心とするが、プリントや視覚教材も用いる。 

 

注意事項（Notice） 
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■FD107 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

対人関係の心理 

(Psychology of Human Relations) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
「集団」の心理学的検討を通して、個人の生き方を見つめ直す 

担当者名 

（Instructor） 
浅井 健史(ASAI TAKESHI) 

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） 
CMP2400 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「集団」で生じる行動や対人関係について、社会心理学の知見や発想を学び、身近な事象や社会問題を心理学的に理解する力

を養う。 

 

授業の内容（Course Contents） 

社会的存在である私たちは、集団を離れて生きられない。集団は協働により偉業を達成したり、成員に支援や安心感を与える

が、時として内外に破壊的な影響をもたらす。そうした「集団」で生じるさまざまな現象を、具体例をもとに心理学的に検討する。社

会に生きる人間にとって、個と集団の理想的な関係はどうあるべきか、それをどう築いていけるかを模索したい。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクションと履修上の注意事項、集団の定義 

2. 集団の機能－私たちはなぜ集団を必要とするか 

3. 集団が個人に与える影響－社会的手抜き、集団規範、同調性 

4. 集団意思決定の心理-集団極性化、集団思考 

5. 映画鑑賞「十二人の怒れる男」(課題レポート有) 

6. 群衆行動の心理－群衆の破壊的行動、流言 

7. 災害発生時の群衆心理－パニック、避難行動、災害時流言 

8. 非倫理的行動の心理－アイヒマン実験、スタンフォード刑務所実験を例に 

9. 偏見・差別の心理－「青い目・茶色い目」、ヘイトスピーチを例に 

10. マインド・コントロールと説得の心理－破壊的カルト、悪徳商法を例に 

11. インターネット・コミュニケーションの心理－SNS、ネット依存などを例に 

12. リーダーシップの心理－社会で活躍するリーダーを例に 

13. ピアサポートと「勇気づけ」の心理(1)－支え合いの持つ力 

14. ピアサポートと「勇気づけ」の心理(2)－人はどのように勇気づけられるのか 

 

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

各回で提示した参考文献を中心に、授業後も受講者が発展的学習に努め、学期末レポートに結実させること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(100%) 

1/3 以上の欠席者（出席兼コメントペーパーと内容で判定）はレポート（100 点満点）から欠席回数×2 点を減じる。 

 

テキスト（Textbooks） 

配布するレジュメを用いて授業を進めるので、テキストは指定しない。 

 

参考文献（Readings） 

各回の授業で参考文献を提示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

私語は他の受講者の迷惑になるので禁止。違反者には座席移動など厳しく対応する。全員が協力して、快適な授業環境を創っ

ていく。 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 465 - 

■FD108 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

対人関係の心理 

(Psychology of Human Relations) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
社会心理学の視点から、対人関係における人間の心理を探る 

担当者名 

（Instructor） 
三浦 由美子(MIURA YUMIKO) 

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） 
CMP2400 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

対人関係によって生じる心の動きや，さまざまな問題について，社会心理学的観点から理解を深め，日常生活に役立てる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

私たちが社会生活をおくる上で，他者との関わりを避けることは困難である。この授業では，コミュニケーションを通して，対人関

係におけるさまざまな現象とその理由について理解を深めてゆく。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業の目的や講義内容を紹介 

対人関係の基礎 

2. 自己認知 

そもそも自分ってどんな人なんだろう？ 

3. 対人行動。自己開示・援助行動 

仲の良い友達に秘密を打ち明けたくなるのはなぜだろう？ 

4. 対人距離 

電車で端の席から座ってゆくのはなぜだろうか？ 

5. 人間関係の成立 

どのように相手に魅力を感じ，それが相手に受け入れられて恋愛が成立するのか？ 

6. 人間関係の問題 

暴力やいじめはなぜ起きるのか？ 

7. 対人魅力 

面接は第一印象で決まるって本当？ 

8. ソーシャルスキル 

円滑な対人関係を築くにはどうしたら良いのか？ 

9. ソーシャルスキルトレーニング１ 

聞き上手は好かれるって本当？ 

10. ソーシャルスキルトレーニング２ 

相手に気持ちをうまく伝える方法は？ 

11. 集団における心理 

ワールドカップやオリンピックに熱中するのはなぜか？ 

12. 影響力１ 

なぜ人は噂を信じてしまうのか？ 

13. 影響力２ 

相手にイエスと言ってもらえる方法はあるのか？ 

14. まとめ 

講義の総括とポイントを解説。 

 

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

講義で得た情報を知識としてだけでなく，実際の生活の中で実行してみるという意識を持っていてほしい。そこで得た経験を報告

したり、疑問点について積極的に質問してほしい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(80%)/授業中の小レポートや提出物(20%) 

講義中に出題される課題を 50％以上提出していないと、成績評価の対象としない。 

 

テキスト（Textbooks） 

特になし。授業中にレジュメを配布する。 
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参考文献（Readings） 

授業中に紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

受講者が多数のため、私語を防止し、授業に集中できる環境を整えるために学年ごとに座席を指定する。 

 

注意事項（Notice） 
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■FD109 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

心の健康 

(Mental Health) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 

精神保健から正常と異常を考える 

よりよく生きていくために必要な臨床心理学入門 

担当者名 

（Instructor） 
三好 力(MIYOSHI CHIKARA) 

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） 
CMP2400 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

心の健康や心理学に興味や関心がある学生を対象に，生涯の心の健康を扱う発達臨床心理学を紹介します。 

メンタルヘルスに注目が集まっている現代社会において，様々な場面で役に立つであろう臨床心理学の知識を身につけることを

目標とします。 

基本的に初学者対象。 

 

授業の内容（Course Contents） 

日本は高齢社会に突入しました。その長い人生の中では，受験,就職,結婚,出産,そして配偶者の死など様々な出来事があり，たく

さんのストレスがかかります。その結果，心のバランスを崩してしまう人も少なくありません。そんな中で我々が健やかに生きてい

けるように心の健康を考えていきます。知識があれば，防げることもあります。 

まず「心の健康」を精神保健（異常心理学）の観点からみていきます。心理学の立場から，自分や家族がその状況に立たされたと

きにどのように対処できるのか，生きていくヒントを提示していきます。一部の症状については，様々な文化からもその現象を捉

え，それが身近なものであることにも触れていきます。その上で，最後には「こころ」の正常と異常というものをトータルに自ら考え

られるようにしていきます。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション：問題提起「正常と異常」 

2. 精神保健の基礎知識 

3. 統合失調症 

4. うつと躁鬱 

5. 統合失調症と躁鬱のまとめ 

芸術からの視点 

6. 不安障害群と強迫性障害群 

7. 解離性障害群 

8. 摂食障害 他 

9. パーソナリティ障害 

10. 境界性人格障害（ボーダーライン）の世界 

11. 神経発達障害① 

12. 神経発達障害② 

13. 高齢者の精神障害と諸問題 

14. まとめ 

 

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

必要に応じて，授業中に指示します。毎回の授業でのファーストインパクトを大事にしますので，予習は必要ありません。授業中

と復習に集中してください。 

復習に関しては、参考文献や授業中に紹介するものを利用して復習することを基本とする。また、多様な考え方を身につけるた

めにインターネットなどでも利用してさまざまな立場の意見なども調べて学ぶような復習を推奨します。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(100%) 

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。30 分以上の遅刻、および早退は出席としては扱いません。

授業中の出入りは原則禁止です。 

 

テキスト（Textbooks） 

特に指定しない。 

配布プリントを中心とする。 

 

参考文献（Readings） 
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1. 下山晴彦、2003、『よくわかる臨床心理学』、ミネルヴァ書房 (ISBN:4623037096) 

2. 藤田哲也、2016、『絶対に役立つ臨床心理学』、ミネルヴァ書房 (ISBN:4623077950) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 授業中の私語，携帯電話の使用は禁止です。スマホなどの写真撮影や動画撮影なども禁止します。水分補給以外の飲食など

は厳禁。他者や教員に迷惑な行為は退出を願う場合があります。厳しく対応しますので，約束事を守れない学生はご遠慮くださ

い。 

 

注意事項（Notice） 
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■FD110 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

身体パフォーマンス 

(Body and Performance) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
日本と世界の諸都市における舞台芸術と創作環境 

担当者名 

（Instructor） 
横堀 応彦(YOKOBORI MASAHIKO) 

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） 
CMP2400 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2016 年度以降 1 年次入学者対象科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

これまで作り手は何を考えながら、どのように演劇を創作してきたのだろうか。舞台芸術の創作プロセスおよび創作環境に着目し

ながら、日本および海外の演劇／劇場をめぐる状況について講義する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

日本と世界の諸都市で上演されている舞台芸術作品（劇場外での上演も含まれる）の記録映像を見ながら、作り手が何を考え、

どのようなプロセスで演劇を創作してきたのか歴史的・理論的に講義する。前半の授業（第１回〜第７回）では歴史的に重要な作

品および関連文献を取り上げ、舞台芸術を見るための枠組（フレーム）について考える。後半の授業（第９回〜第 14 回）では、こ

こ数年間に国内外で上演された作品および関連文献を取り上げ、日本と世界の諸都市における舞台芸術および創作環境につい

て紹介し、現代における舞台芸術や劇場環境の在り方について考える（２名のゲストスピーカーを招聘予定）。これまで劇場に足

を運んだことのない学生をはじめ、舞台芸術に関する予備知識のない学生の受講を歓迎する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 日本編１（作品の創作プロセス） 

3. 日本編２（商業演劇の構造） 

4. 日本編３（助成金制度と演劇） 

5. 海外編１（演劇史概説） 

6. 海外編２（諸外国の劇場制度） 

7. 海外編３（社会と関わる演劇） 

8. インターミッション（映像鑑賞予定） 

9. 日本編４（ゼロ年代演劇の流れ） 

10. 日本編５（コラボレーションの試み） 

11. 日本編６（ゲストスピーカー１） 

12. 海外編４（国境を越えるプロジェクト） 

13. 海外編５（共同製作の戦略） 

14. 海外編６（ゲストスピーカー２） 

 

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

授業で紹介する文献を読み、実際の舞台を見に行くこと。その他、必要に応じて授業時に指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(50%)/リアクションペーパーおよび授業内に指示した提出物(50%) 

欠席回数が５回を超えたものについては成績評価の対象としない。なお授業内に指示する提出物には、実際の観劇が必要とな

るレポートが含まれる。 

 

テキスト（Textbooks） 

特に指定しない。毎回プリントを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

随時授業時に指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FD111 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

ストレスマネジメント 

(Theory of Stress Management) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
心と身体の関係を実感する 

担当者名 

（Instructor） 
上村 真美(KAMIMURA MAMI) 

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） 
CMP2400 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

健康心理学の観点からストレスの性質を理解し，ストレスの捉えかたの個人差や効果的な対処法を学び，心身の健康を図る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

社会で生きてゆく上で，いわゆるストレスを避けることは困難である。しかし，上手に乗り越えることができれば人間的に成長する

チャンスにもなる。この授業では，ストレスの性質について学び，なぜ自分がある出来事をストレスと捉えるのかを考え，ストレス

に対する習慣的な考えかたや感じかた，ストレス反応への気づきを高めることを目的とする｡ また，ストレスへの対処手段を紹介

し，応用の仕方を検討する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ストレス，ストレスマネジメントの現状 

2. リラクセーション法について 

3. ストレスの理論 

4. ストレスとパーソナリティ（タイプ A行動傾向） 

5. 怒りのセルフコントロール 

6. ストレスとパーソナリティ（完璧主義，レジリエンスなど） 

7. ストレスとパーソナリティ（自己効力感とその高めかた） 

8. 認知的評価 

9. 不合理な認知とその修正 

10. 対処方略 

11. ストレス反応 

12. 対処資源 

13. 社会的スキル 

14. 問題解決スキル，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関する指示は，必要に応じて別途指示する。Blackboardにも掲示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(75%)/コメントカード兼出席票の内容(25%) 

筆記試験は持ち込み不可。 

 

テキスト（Textbooks） 

特に指定しない。資料を配布する。 

 

参考文献（Readings） 

Blackboardで紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業は講義形式を中心とし，理解を深めるため必要に応じて心理尺度やストレスマネジメント実習（リラクセーション法，ワークシ

ート，ロールプレイングなど）を行う。 

講義 (特に初回) を欠席した場合には，必ず Blackboardの ｢お知らせ｣ と ｢教材｣ を確認すること。授業時間外の学習に関す

る指示を掲示する場合がある。 

 

注意事項（Notice） 
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■FD113 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

癒しの科学 

(Healing Sciences) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 

個々人にそなわった自己治癒力。その発動のメカニズムを、臨床心理学・心理療法学を

とおして学ぶ 

担当者名 

（Instructor） 
田中 智子(TANAKA TOMOKO) 

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） 
CMP2400 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

自分を癒し、同時に他者をも癒す技法・技術を学ぶ。個人が自分の心全体をつかって生きることや,自分の物語を時間とともに創

生しつづけていくことが大切である。このように十分に機能した個人は、他者との円滑なコミュニケーションをはかり、互いの違い

を認め、生産的な関係を構築していく。それがひいては円熟した社会をつくっていくことにつながる。それが癒しのめざす目的であ

る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

「癒しの科学」では、自己治癒力が発動するメカニズムを明らかにすることに焦点をおき、臨床心理学・心理療法全般について学

ぶことを目標とする。心理療法の理論を、自分を癒し、他者を癒すことを軸に再体制化し、心理療法を自分仕様（カスタマイズ）し

ていくプロセスともいえる。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 自己治癒力と心身一如 

2. 自己との対話―カウンセリングの理論、およびマイクロカウンセリングの技法― 

3. 自己との対話―可能性療法、解決志向アプローチから学ぶ― 

4. 実感のある言葉とはなにか― 一般意味論ならびに NLP理論― 

5. 実感のある言葉とは何か ―D.スターンの理論から― 

6. 身体への気づき（リラクセーション）―呼吸法、漸進性弛緩法、臨床動作法、自律訓練法― 

7. 身体と心をつなぎ、体験を深める－フォーカシング― 

8. マインドフルネスとはなにか 

9. マインドフルネスに至る道筋―日常を見直す― 

10. イメージにふれる―芸術療法― 

11. 自己との対話 コンステレーション（布置）を読み、そして語る―ユング心理学― 

12. 自分の物語りを創生する―ナラティブアプローチ― 

13. 交流分析（脚本分析）から学ぶ物語りの創生と修正 

14. 心理療法に通底するものとは何か―癒しとは何か、まとめにかえて― 

 

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

Blackboardに授業内容をアップしますので、授業前後に参照してください。授業では実習をしますで、ご自身が体験することを通

して、理論と実践をつなげていってください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(70%)/授業時提出物(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

テキストはありません。授業時にレジュメを配布します。 

 

参考文献（Readings） 

授業時に適宜お知らせします。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FD114 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

スポ－ツの科学 

(Sports Science) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
科学が支えるアスリート―その全貌を探る― 

担当者名 

（Instructor） 
杉浦 雄策(SUGIURA YUSAKU) 

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） 
CMP2400 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

競技スポーツで展開されるプレーの数々を「みる」ことから、人生を歩いていくための“ヒント”をみつける。 

 

授業の内容（Course Contents） 

世界で活躍するアスリートの心・技・体に焦点を当て、「競技スポーツ」の知られざる全貌に，スポーツ科学の視点から迫る。いま

や、トップアスリートにとってスポーツ科学の導入は必要不可欠といってよい。試合の結果だけでなく、そこにたどりつくまでのプロ

セスも興味深い。視聴覚教材（DVD、スライド）などを用いて、競技スポーツの“奥深さ”を明らかにしていく。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. スポーツと科学のかかわり 

2. スポーツ科学からみた世界 NO.１になるための条件 科学と芸術の共存 

3. 「2020 東京オリンピック」の話し 

4. アスリートの「心」を探る 

5. アスリートの「技術」を探る 

6. アスリートの「体力」を探る 

7. アスリートの「才能」を探る 

8. 人類の進化と科学の進歩 「競泳 高速水着」 

9. 人類の進化と科学の進歩 「陸上競技 背面跳び」 

10. 人類の進化と科学の進歩 「陸上競技 アンダーハンドパス」 

11. 人類の進化と科学の進歩 「バレーボール コンビネーションバレー」 

12. ヒトの「身体能力の限界」を探る 

13. アスリートとスポーツ科学 

14. 競技スポーツを「みる」ときの心得 

 

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

毎回の予習範囲や課題は，適宜知らせる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(35%)/最終レポート(Final Report)(35%)/授業への参加度(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 杉浦 雄策、2011、『入門 スポーツ科学』、ナップ 

授業時に紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

DVD・スライド・資料を併用し、授業を行う。 

 

注意事項（Notice） 
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■FD115 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

健康の科学 

(Health Science) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
長期にわたって、健康で豊かな生活を送る 

担当者名 

（Instructor） 
高橋 健太郎(TAKAHASHI KENTARO) 

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） 
CMP2400 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

健康で豊かな生活を送るために実践するべきことを理解する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

健康を維持・増進するためにはどんなことを実行すれば良いかを学習する。また、大学生の健康や生活行動の実態を明らかにす

ることで、現在の自分には何が足りないかを考察していく。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション、シラバスの説明 

2. 現在と過去からみる体力低下の原因 

3. 日本人の余暇をめぐる環境 

4. 大学生の食と栄養 

5. 体脂肪とはなにか 

6. 健康に役立つ栄養学の基礎知識 

7. 体力低下とトレーニング 

8. サルコペニアとロコモティブシンドローム 

9. 生活習慣病とは 

10. 健康に役立つ運動生理学の基礎知識１ 

11. 健康に役立つ運動生理学の基礎知識２ 

12. マスコミから健康を考える１ 

13. マスコミから健康を考える２ 

14. まとめと確認 

 

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

授業外学習については授業内にて受講者へ適時連絡する 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(100%) 

授業内に小レポートを課す場合がある。 

 

テキスト（Textbooks） 

特に指定しない。授業内に適宜プリントを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

特に指定しない。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業を 3 分の 1 以上欠席しないこと。 

 

注意事項（Notice） 
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■FD116 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

健康の科学 

(Health Science) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
健康スポーツと科学―正しく、楽しく、健康・体力をアップするコツ― 

担当者名 

（Instructor） 
杉浦 雄策(SUGIURA YUSAKU) 

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） 
CMP2400 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

スポーツを「する」ことの素晴らしさを再認識して、人生をエンジョイしてもらいたい。生涯を通じて、 健康・体力をキープするため

の理論を学ぶ。 

 

授業の内容（Course Contents） 

健康スポーツで、真剣に楽しんで一所懸命に遊ぶために、知っておきたい身体とスポーツの関係を紹介する。また種目別に、そ

の具体的なノウハウについても明らかにしていく。安全で効果的なスポーツを実践するための多くの知識を得て、「私の健康スポ

ーツ（種目）」について考える。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. スポーツと科学のかかわり 

2. 「健康スポーツ」を考える 

3. 「スポーツと健康・体力」を考える－１－ 

4. 「スポーツと健康・体力」を考える－２－ 

5. 「肥満の科学」を知る 

6. 「まちがいのないダイエット」を考える 

7. 「スポーツと栄養・休養」を知る・「痩せすぎ」に警告 

8. 「暑いときのスポーツと身体」・「水分補給とスポーツ」を考える 

9. 「正しいストレッチング」・「スポーツとけが・故障」を考える 

10. 「レジスタンストレーニング」を考える 

11. 「有酸素運動」を考える 

12. 「健康スポーツ種目」・「スポーツを習慣化する」を再考する 

13. 「私の健康スポーツ種目」を考える 

14. 「2020 東京オリンピック」の話し 

 

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

毎回の予習範囲や課題は、適宜指示する。。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(35%)/最終レポート(Final Report)(35%)/授業への参加度(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 杉浦 雄策、2011、『入門スポーツ科学』、ナップ 

授業時に紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

資料とスライドを併用し、授業を行う。 

 

注意事項（Notice） 
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■FD117 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

栄養の科学 

(Sciencesof Nutrition) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
身近にある食と栄養の「へぇ～」に気付こう 

担当者名 

（Instructor） 
酒井 健介(SAKAI KENSUKE) 

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） 
CMP2400 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

食物，栄養，生命活動の関係を概念的に理解し，身体の機能と栄養との関係についての理解を深め，自らの食生活を管理する

ための方策を身につける。 

 

授業の内容（Course Contents） 

近年，健康や食と栄養への関心が高まっている。本講義を通じて，「食と栄養」に関して「日常を科学する」知識や視点を持ち合わ

せるよう指導する。また，体重管理や競技力向上，健康増進や疾病予防などさまざまな状況下での「食と栄養」についての自己

管理を促す機会と知識やスキルを提供する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス・ヒトのカラダと栄養 ①ヒトのカラダの構成を食事・栄養 課題 1 

2. ガイダンス・ヒトのカラダと栄養 ②筋骨格系の健康の維持と食事 

3. ガイダンス・ヒトのカラダと栄養 ③脂質・水分と体重の関係 

4. ガイダンス・ヒトのカラダと栄養 ④体位・体格と食事 

5. 食生活・栄養に関するガイドラインや指針 課題 2 

6. 食物と物質（栄養素）の関係 

7. 食事のバランス：自分の食事を見直そう 課題 3 

8. エネルギー収支と体重管理 

9. 食品表示（正しい食品の購入方法） 

10. 健康食品について 

11. 消化と吸収 

12. 各論 糖質・脂質・タンパク質の栄養 

13. 各論 ビタミン・ミネラルの栄養 

14. 授業内テスト 

 

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

食物と栄養，そしてヒトのカラダについて興味関心を持ち，日常の食行動の変容や健康的な食生活の獲得に意欲を持つこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(40%)/授業内レポート(40%)/出席および授業態度(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

指定しない。必要に応じ授業時にプリントを配付。 

 

参考文献（Readings） 

必要に応じて授業中に紹介。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FD118 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

アンチエイジングの科学 

(Science of Anti-Aging) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
「元気で長生き」を目指して 

担当者名 

（Instructor） 
神野 宏司(KOHNO HIROSHI) 

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） 
CMP2400 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

現代の日本は世界有数の長寿国となり，健康で長寿を享受する健康寿命が価値をもつ時代となっている。本講義では加齢に伴

う自らの身体の変化を理解するとともに他者の加齢変化に対する理解も重要となっている。そこで身体内部のミクロレベルの変

化，地域，国レベルで見る介護問題を理解しながら，自ら積極的に健康を維持するために方策についての理解を深めることを目

的とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

１．エイジング(加齢)による身体の変化 

２．アンチエイジングと生活習慣 

３．介護予防の方策 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス，加齢とは 

2. 加齢による身体の変化１ 

3. 加齢による身体の変化２ 

4. 加齢による身体の変化 3 

5. 老化のメカニズム１ 

6. 老化のメカニズム２ 

7. 日本人高齢者の健康問題１ 

8. 日本人高齢者の健康問題２ 

9. 健康寿命と介護予防 

10. アンチエイジングとエビデンス 

11. アンチエイジングと生活習慣 

12. アンチエイジングと食事・栄養 

13. アンチエイジングと身体活動 

14. まとめ 

 

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

授業において適宜，授業内容に関連する項，事柄について質問し，コメントペーパーへの回答を求める。単に聴講するだけでは

なく復習に活用してほしい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/レポート(30%)/出席兼コメントペーパーの内容(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

テキストは使用しない。資料を Blackboardにて配付するので，受講生各自で印刷するなど対応してほしい。 

 

参考文献（Readings） 

1. 辻一郎、2004、『のばそう健康寿命』、岩波書店 (ISBN:4007001030) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FD119 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

スポーツとメディア 

(Sport and Media) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
メディアとの関係性を通じてスポーツの文化的・社会的価値を理解する 

担当者名 

（Instructor） 
宮村 淳(MIYAMURA ATSUSHI) 

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） 
CMP2400 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2016 年度以降 1 年次入学者対象科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

スポーツとメディアの関係性について、歴史的背景をひもときながら深く考察し、人類にとってスポーツが持つ意味、価値について

検討する。スポーツという題材を通して、人間を、社会を、そしてビジネスの有り様を理解する一助としたい。 

 

授業の内容（Course Contents） 

スポーツとメディアは過去 100年間の歴史の中で、お互いにどのような影響を与えつつ、発展・変容してきたか。オリンピック、サ

ッカー、高校野球、箱根駅伝などメディア界で高価値として知られるコンテンツを中心に見ていく。そして、そこから見えてくるスポ

ーツ自体の本質的価値を探っていく。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. メディアの変容-100 年を俯瞰。そして現在何が起こっているか 

2. スポーツとメディア 関係性の概要 

3. 日本野球とメディア 1 高校野球の歴史と存在価値 

4. 日本野球とメディア 2 大学野球、そしてプロ野球 

5. サッカービジネスとメディア 

6. フィギュアスケートを読み解く 

7. ユニバーサルアクセス権を考える。ヨーロッパのスポーツ放送 

8. オリンピックとテレビメディア 1936 年ベルリン～ 

9. オリンピック報道の行間を読む 

10. オリンピックの変容、スポーツの変容とメディア 

11. テレビの創成期とスポーツ 1946 年アメリカ、1953 年日本 

12. 箱根駅伝から大学スポーツを考える 

13. まとめ 1 激変期のスポーツメディア 

14. まとめ 2 スポーツそのものの価値を再考する 

 

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

激変期を迎えているメディア情勢（ネット配信事業の拡大など）や、スポーツ界のニュースに日頃からアンテナを張り、自分なりの

見解を持てるように習慣づけること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/出席および授業参加度・貢献度(40%)/コメントペーパー(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし。 

 

参考文献（Readings） 

授業内で適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FD120 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

スポーツと社会 

(Sport and Society) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
スポーツ文化論 

担当者名 

（Instructor） 
後藤 光将(GOTOU MITSUMASA) 

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） 
CMP2400 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

我々にとって，「身体」「からだ」の存在は，人間である以上普遍的なテーマとなりえます。古代ギリシャから現代に至るまで， 哲

学をはじめ様々な分野でこれらが探求され続けています。 

この授業では，人間の生身の「身体」を表現する文化複合体として「スポーツ」に注目します。FIFA W 杯，五輪などメガスポーツイ

ベントは，もはや国際政治・経済の分野においても無視することはできません。「スポーツ」は，我々にとってもはや必要不可欠な

存在ともいえます。 

文化論的学問対象として「スポーツ」に接近することにより，何気なく行ってきた，見てきた「スポーツ」を歴史学的，文化人類学的

手法で解釈していきます。 

本授業を受講することによって，様々な事象に対する歴史的視野を広げることができます。 

 

授業の内容（Course Contents） 

本講では，文化人類学的視点と歴史学的視点でスポーツに関連する様々な事象に接近します。時事的な問題も取り扱うので，国

際情勢の変化によって授業内容も変更になる場合があります。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス（スポーツアニメに見る文化性） 

2. スポーツの概念史 

3. 体育の概念史 

4. キリスト教と身体・体育・スポーツ 

5. 日本人初のオリンピアン 金栗四三 

6. 日本人初のメダリスト 熊谷一彌 

7. 映画にみるスポーツ（１） 

8. 映画にみるスポーツ（２） 

9. スポーツとテロ 

10. スポーツと民族問題 

11. スポーツ選手の社会貢献 

12. 2020 年東京五輪 

13. スポーツとマスメディア 

14. 文化としてのスポーツとは？ 

 

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

KIDS（携帯，飲食，惰眠，私語）は厳禁です。大人の授業態度で受講して下さい。事前に学習する必要はありませんが，スポーツ

関連の時事問題に常に注目して下さい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業内に行う小テスト（15％×4回）(60%)/最終レポート(Final Report)(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 日本オリンピック・アカデミー編、2016、『JOAオリンピック小事典』、メディア・パル 

2. 瀬戸邦彦・杉山千鶴編、2013、『近代日本の身体表象―演じる身体・競う身体』、森話社 

3. 新井博・榊原浩晃編、2012、『スポーツの歴史と文化 スポーツ史を学ぶ』、道和書院 

4. 阿部生雄編、2012、『スポーツの世界地図』、丸善出版 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■FD121 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

スポーツと文化 

(Sports and Culture) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
近・現代のスポーツ特有の文化的特性を多面的に理解する 

担当者名 

（Instructor） 
高峰 修(TAKAMINE OSAMU) 

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） 
CMP2400 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

これまでは「やる」対象であったスポーツを「知る」「考える」対象として位置づけ、近･現代のスポーツ文化について「観念」や「規

範」、「技術」、「物質」といった面から理解し、批判的に考えられるようになることを目標とします。 

 

授業の内容（Course Contents） 

毎回の講義にテーマを設定し、各テーマについて、テキストやその他の資料･映像などの情報を基にしながら講義をします。 

講義終了時には毎回リアクションペーパーに記入してもらい、評価の対象とします。記入内容があまりにも不十分な場合は出席

になりませんので気をつけてください。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション「炎のランナー」を観る 

2. 近･現代スポーツを理解する①：アマチュアリズム 

3. 近･現代スポーツを理解する②：ナショナリズム 

4. 近･現代スポーツを理解する③：コマーシャリズムとメディア化 

5. 近･現代スポーツを理解する④：グローバリゼーション 

6. 近･現代スポーツを理解する⑤：オリンピズム 

7. 各論①：ルール論 

8. 各論②：施設･用具論 

9. 各論③：障がい者スポーツ論 

10. 各論④：スポーツと不正行為 

11. ジェンダー論①：スポーツとジェンダー 

12. ジェンダー論②：スポーツと身体的性 

13. ジェンダー論③：スポーツとセクシュアリティ 

14. まとめ：近･現代スポーツの文化とは 

 

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

毎回のテーマに関わるテキストの該当部分を事前に熟読してくること。その内容について授業開始時にクイズを出すことがありま

す。詳細については講義時間内に説明します。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/出席およびリアクションペーパーの内容(60%) 

3 分の 2 以上の出席をしていない場合は成績評価の対象となりません。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 井上俊･菊幸一、2012、『よくわかるスポーツ文化論』、ミネルヴァ書房 (ISBN:978-4-623-06118-1) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

基本的にはスライドを用いて講義を進め、映像資料を適宜使用します。スライドは PDF ファイルにて講義前に Blackboardにアッ

プロードします。 

リアクションペーパーのフィードバックは、原則として次回講義開始時に行います。 

「受講者は講義を聞く意思をもっている」ことを前提として授業を進めます。 

講義中の退室は遠慮してください。 

 

注意事項（Notice） 
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■FD122 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

レジャー・レクリエーションと現代社会 

(Leisure and Recreation in Modern Society) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
自分らしく生きるためのライフスタイルとは・・ 

担当者名 

（Instructor） 
水上 博司(MIZUKAMI HIROSHI) 

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） 
CMP2400 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

レジャー・レクリエーションを人間行動として広義に捉え，自分らしく豊かに生きるとは何か，を多角的な視点から探求する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

レジャーとレクリエーションを私たちの身近な日常生活行動の一部として広義に捉える。最初にレジャー論の基礎的概念を学んだ

のち，我が国における 1960 年代から 2000 年代までの自由時間の過ごし方や余暇行政を振り返る。その上で現代社会において

自由時間を自分らしく過ごそうとしている人たちの事例に学びつつ自らのライフスタイルを見直すきっかけを得る。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. レジャー論の基礎概念 

3. 「遊び」とレジャー・レクリエーション 

4. 日本人のライフスタイルの変容 

5. １９６０年代の社会経済と余暇行政 

6. １９７０年代の社会経済と余暇行政 

7. １９８０年代の社会経済と余暇行政 

8. １９９０年代の社会経済と余暇行政 

9. ２０００年代以降の社会経済と余暇行政 

10. 低成長時代のライフスタイルと自由時間の意味 

11. 若者ライフスタイルと自由時間（１） 

（ゲスト講義） 

12. 若者ライフスタイルと自由時間（２） 

（ゲスト講義） 

13. ライフスタイルにおける体験や経験の意味 

14. 授業内テスト 

 

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 Blackboard上で履修者に対して行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(40%)/レスポンスカードと出席(40%)/授業内中間筆記テスト(20%) 

出席回数が２／３未満の場合には D 評価。 

 

テキスト（Textbooks） 

授業のはじめに資料を配布するのでテキストは使用しない。 

 

参考文献（Readings） 

随時紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

遅刻の扱い。授業開始後、受講カードを受理できる時間（授業開始後約５分）までにカードを受理できなかった場合は遅刻です。 

準備学習の指示は Blackboard上で履修者に対して行う。 

 

注意事項（Notice） 
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■FD123 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

アウトドアの知恵に学ぶ 

(Learning from the Outdoors) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
人と自然の本質的関係 

担当者名 

（Instructor） 
鹿熊 勤(KAKUMA TSUTOMU) 

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） 
CMP2400 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2016 年度以降 1 年次入学者対象科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

人が生きるために見い出し伝承してきたさまざまな生活技術や､ 平等・協力を前提とした社会的なしくみ｡ これらの源流は狩猟・

漁労・採集で暮らした縄文時代にまでさかのぼることができます｡ 縄文の知恵は完全に消失してしまったわけではなく､ 今も農山

村の伝統的な生活技術や､ 自然の中で行なう娯楽の中にエッセンスとして生きています｡ これら ｢アウトドアの知恵｣ について

知っておくことは､ 非常時の行動選択に役立つと同時に､自然と人間の本質的な関係を振り返り､ 持続可能な社会の在り方を考

えるヒントになります｡ 

 

授業の内容（Course Contents） 

スライド写真による解説を中心に進行します｡ テーマに応じて実体標本を回覧し､ ゲストスピーカーからより専門的なお話を伺う

予定です｡ 本授業で扱う ｢アウトドア｣ とは､ 自然を上手に利用する技術や知恵全般のことであり､テントの張り方やバーベキュ

ーの方法といった個別のレジャーテクニックを学ぶ場ではありません｡ なお ｢命｣についても多く取り上げます｡狩猟などの回では

人により不快に感じる画像も扱いますが､ 人間の営みを振り返るうえで避けることのできないテーマですので､ ご承知おきくださ

い。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 人は何を食べてきたか（採集生活の知恵） 

3. 地球のリズムで暮らす 

4. 毒と薬 

5. 漁労の知恵①  

6. 漁労の知恵② 

7. 昆虫へのまなざし①  

8. 昆虫へのまなざし②  

9. 日本人と野生動物 

10. 狩猟の知恵 

11. 衣と住を支えた植物  

12. 火と刃物 

13. ゲストスピーカー招聘授業① 

14. ゲストスピーカー招聘授業② 

 

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

授業時に関心を持った項目について自主的に調べを重ねることが理想。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(60%)/課題レポート(40%) 

【変更前】アウトドア大好きな人も、自然ってナニ？という人も歓迎します<br>2018 年 5 月 24 日更新（誤記訂正）<br>【変更後】な

し 

 

テキスト（Textbooks） 

1. かくまつとむ、2015、『糧は野に在り』、農山漁村文化協会 (ISBN:978-4-540-14196-6) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FD124 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

人間と看護 

(Human and Nursing Science) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
「身体」や「心」の健康を保つ 

担当者名 

（Instructor） 
奥 裕美(Oku Hiromi) 

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） 
CMP2400 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

人々の健康生活に関わる看護・看護学への理解を通して，自らの健康について考えることができる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

私たちは，日常生活の中で，どのように「身体」や「心」の健康を保つことができるだろうか。また，人が「生・老・病・死」にある時，

どのようにしたら気持ちよく過ごすことができるだろうか。それぞれの専門的な看護・看護学の視座から考え，受講者が生涯に渡

り，自らの健康を守り高めることを考える機会とする。 

 

最終日に科目全体に関するフィードバックをします。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 人間と看護 

2.  わたしたちの生活と「からだ」 

3. わたしたちの生活と「こころ」 

4. リプロダクティブ・ヘルスと看護 

5. 子どもの健康と看護 

6. 病を持ちながら生活する人への看護 

7. 人の死と看護 

8. 高齢者の健康と看護 

9. 病院で生活する人を支える看護 

10. 家で暮らす人を支える看護 

11. 地域で生活する人を支える看護 

12. 異文化の中で暮らす人を支える看護 

13. 健康を決める力を身につける 

14. まとめ 

 

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

特に指定しない。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(100%) 

2／3（10 回）以上の出席をしていない場合は、成績評価の対象としない。 

 

テキスト（Textbooks） 

特に指定しない。必要時資料を配布する。 

 

参考文献（Readings） 

必要に応じて授業中に紹介。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

必要に応じて授業中に紹介。 

 

注意事項（Notice） 
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■FD171 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

立教ゼミナール４ 

(Seminars for Students of Rikkyo University 4) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 

映画『ガイアシンフォニー』と『星野道夫』を参考に、人間の生き方について、そして未来

の自然環境について考えてみよう 

担当者名 

（Instructor） 
濁川 孝志(NIGORIKAWA 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） 
CMP2440 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

2016 年度以降 1 年次入学者対象科目 

定員 30 名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 自然環境問題は、現代社会において解決されるべき最重要課題の一つに違いない。本講座では自然環境と人間との関わりに

ついて、映画『ガイアシンフォニー』と『星野道夫』を参考に、議論する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

映画『ガイアシンフォニー』とは、ガイア理論、すなわち地球は一つの生命体であるとする考え方をベースに作成されたドキュメン

タリー映画である。美しい映像と音楽、珠玉のことばの数々によって織り成されるこの作品は、環境問題や人間の精神性に深い

関心を寄せる人たちのバイブル的存在となっている。また、『星野道夫』の写真や文章も、環境問題や人の精神性を考えるうえ

で、とても重要な示唆を与えてくれる。本授業では、この２つを題材として、”より良い生き方とは何か”をテーマに、”自然環境と人

間の在り方”、”人の生き方の多様性”などの観点から議論する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業全体のオリエンテーションと、議論の方向性の確認。自己紹介。 

2. コミュニケーションゲームとディスカッション。 

3. 講義：星野道夫の生き方に学ぶ（『ガイアシンフォニー第３番』を含む） 

4. 講義：星野道夫の生き方に学ぶ（『ガイアシンフォニー第３番』を含む） 

5. 講義：星野道夫の生き方に学ぶ（『ガイアシンフォニー第３番』を含む） 

6. 講義：星野道夫の生き方に学ぶ（『ガイアシンフォニー第３番』を含む） 

7. 映画『ガイアシンフォニー』の一部を観賞しての議論 

8. 映画『ガイアシンフォニー』の一部を観賞しての議論 

9. 映画『ガイアシンフォニー』の一部を観賞しての議論 

10. 映画『ガイアシンフォニー』の一部を観賞しての議論 

11. 映画『ガイアシンフォニー』の一部を観賞しての議論 

12. 映画『ガイアシンフォニー』の一部を観賞しての議論 

13. 映画『ガイアシンフォニー』の一部を観賞しての議論 

14. 全体の振り返りとまとめ。 

 

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

授業準備の指示は、履修登録終了後に、Blackbord上にて行う。また、毎週の授業ごとに指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業内での発言(30%)/プレゼン内容(30%)/レポート(20%)/映画鑑賞の態度(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 濁川孝志、2017、『星野道夫の神話』、コスモス・ライブラリー (978-4-434-23318-0C0011) 

 

参考文献（Readings） 

随時紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

映像鑑賞中に寝ていると、その後の議論ができません。 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 485 - 

■FD181 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

２０２０年東京パラリンピック支援を考える 

(Support to the Tokyo Paralympics 2020) 

担当者名 

（Instructor） 

松尾 哲矢(MATSUO TETSUYA) 

西原 廉太(NISHIHARA RENTA) 

平田 竹男(HIRATA TAKEO) 

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） 
CMP2410 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2016 年度以降 1 年次入学者対象科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

2020 年東京パラリンピックに着目して、パラリンピックの魅力と現代的意味及び課題を探り、パラリンピック支援のあり方とその方

法について検討するとともに、これらの検討を通して障がい者理解と支援のあり方について多角的に考究する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

2020 年東京パラリンピックに関連する政策担当者、競技団体、組織委員会、メディア関係者、パラリンピアン等の多彩なゲストを

招聘し、東京パラリンピック開催の現代的意味と課題、開催後の有形・無形のレガシー（遺産）をどう残していけばよいのか、大会

時のボランティアの必要性と支援のあり方、その具体的な方法等を検討する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 授業の問題意識－理解から行動へ 進め方 スケジュール 

2. パラリンピックの歴史と課題 

3. 2020 年東京オリンピック・パラリンピックの招致活動、開催決定、そして大会に向けた動き 

4. パラリンピック選手養成の現在－メダルの獲得とスポーツの普及 

5. パラリンピックの魅力と求められる支援（１） 車いすバスケットボール 

6. パラリンピックの魅力と求められる支援（２） 水泳競技 

7. パラリンピックの魅力と求められる支援（３） 車いす陸上競技 

8. 2020 年東京オリンピック・パラリンピックと共生社会 

9. パラリンピックにみる技術革新‐用具の進化と現在 

10. ロンドンパラリンピックから学ぶこと、そして 2020 年東京パラリンピックで残すべきレガシーとは 

11. パラリンピックとメディア－メディアはパラリンピックをどう伝えてきたのか、そしてこれから 

12. スポーツボランティアの魅力と 2020 年東京パラリンピック支援 

13. 2020 年東京パラリンピックを支える楽しさとその方法について考える 

14. 2020 年東京パラリンピック支援に向けて何ができるのか‐支えることの意味と行動 

 

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

授業時に適宜指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/出席、リアクションペーパー、授業への参加度を総合評価(40%) 

２／３以上の出席がない場合は成績評価の対象としない。 

 

テキスト（Textbooks） 

特に指定せず、授業時に資料を配布する。 

 

参考文献（Readings） 

授業時に適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

１）授業全体を松尾哲矢（科目担当者）・平田竹男（兼任講師・早稲田大学教授・内閣官房参与、内閣官房東京オリンピック競技

大会・東京パラリンピック競技大会推進本部 事務局長）でコーディネートする。 

２）遅刻厳禁、積極的な参加を期待します。 

 

注意事項（Notice） 
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■FD501 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 
Japanese Mind 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Japanese sport and its characteristics seen from foreigners 

担当者名 

（Instructor） 
ライトナー(LEITNER,KATRIN J.) 

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） 
CMP2431 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 

・F科目（外国語による日本研究科目） 

・他に特別外国人学生が履修 

・この授業は英語で実施する 

・履修者は TOEIC®550 点相当以上の英語力を有することが望ましい 

 

授業の目標（Course Objectives） 

This course tries to examine characteristics of sport in Japan seen from a foreign perspective. Students will deepen the 

understanding of the Japanese mind and thinking using the example of sport.  

 

授業の内容（Course Contents） 

Through lectures, group discussion/work, project presentation and paper reports, students will learn about characteristic 

Japanese behavior, attitude and thinking in different settings of sport and how they are seen from the viewpoint of foreigners. 

On the basis of key terms and with the main example of Judo, this lecture tries to offer insights into the character of Japanese 

sport and their athletes, and how they are perceived by non-Japanese.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Guidance 

2. Introduction: Japan and Japanese seen from foreigners 

3. Sport in Japan: Budo, Martial Arts vs. Sports?! (1) 

4. Sport in Japan: Budo, Martial Arts vs. Sports?! (2) 

5. The "Do"-Concept: "The Gentle Way" or JUDO?! 

6. "Konjo/Konjo-ron" - Is there really a way, where there is just will? 

7. "Gambari" - Doing one's best 

8. "Sempai/Kohai" - Seniority rules and hierarchy 

9. "Shudan ishiki" - Japanese group consciousness 

10. "Shido & Taibatsu" - Japanese-style coaching and corporal punishment 

11. "Kakegoe" - Shout of encouragement 

12. Project Presentations 

13. Project Presentations 

14. Trying to understand contemporary Japanese sport and their characteristics 

 

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

To be announced in class. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Final Report(30%)/Project Presentation(20%)/Group discussion/work(20%)/Short papers(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

Referred to in class, if needed. 

 

参考文献（Readings） 

Given or referred to in class. 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FD502 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 
Health and Wellness 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Understanding sports sciences to achieve a lifetime of health, fitness and wellness 

担当者名 

（Instructor） 
尾崎宏樹 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMP2401 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 

・2012 年度以降 1 年次入学者対象科目 

・他にグローバル・リベラルアーツ・プログラム 所属学生/特別外国人学生が履修 

・この授業は、英語圏での大学の授業を想定し、全て英語で行う 

・以下の英語力を有していることが履修の目安になる 

英検準 1 級, IELTS 5.5, TOEFL®iBT 72, TOEIC®785 

・定員 15 名 週 2 回開講 

 

授業の目標（Course Objectives） 

This course tries to examine a variety of sports science topics related to health and wellness comparing lifestyle and health 

management concepts applied in different countries. Students will deepen the understanding of how to contribute to their 

quality of life and achieve a state of well-being by leading an active life and taking greater responsibility for their health.  

 

授業の内容（Course Contents） 

Through lectures, discussions, presentations and exercises students will learn about various elements and opportunities that 

give people greater control of their health, and think about ways of how to integrate them into daily life. Further, this course will 

also offer practice sessions with exercise programs and physical activities, which support the health management and enrich 

daily life. All topics will be examined from a global viewpoint by comparing different ways of thinking about lifestyle management 

and life planning. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Lecture: Guidance : Health and Wellness 

2. Lecturer/students introduction and working groups forming 

3. Lecture: Definition of an effective team in sports psychology 

4. Exercises: Evidence based team bounding exercises 

5. Lecture: Strength and conditioning 

6.  Exercises: Work out session in gym 

7. Lecture: Exercise capacity in a hot environment  

8. Exercises: Vital reactions during exercises 

9. Lecture: Physical strength and fitness - Fitness evaluation 1 

10. Exercises: Hands on session for fitness evaluation 1 

11. Lecture: Physical strength and fitness - Fitness evaluation 2 

12. Exercises: Hands on session for fitness evaluation 2 

13. Japan Institute of Sport Sciences facilities walking tour 1 

14. Japan Institute of Sport Sciences facilities walking tour 2 

15. Presentations: Knowledge sharing on the JISS visiting 1 

16. Exercises: Net Sports 

17. Presentations: Knowledge sharing on the JISS visiting 2 

18. Exercises: Team sports 

19. Lecture: Motor control 

20. Exercises: How to improve human body motor control 

21. Lecture: Acquisition of motor skill in sports with equipment 

22. Exercises: How to manipulate sporting equipment 

23. Lecture: Basic sports physiology and sports biomechanics of endurance sports 

24. Exercises: Vital reactions during endurance exercises 

25. Presentations: Student's wrap up presentations 1 

26. Exercises: Free weight work out 1RM measurement 

27. Presentations: Student's wrap up presentations 2 

28. Exercises: students' self-organized sports day  

 

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

To be announced in class. 
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成績評価方法・基準（Evaluation） 

Attendance and classroom activities(60%)/Presentations(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

Referred to in class, if needed. 

 

参考文献（Readings） 

Given or referred to in class. 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

Sports gear will be necessary except for the first day. 

Transportation fees will be required in the JISS visits program ( Approximately 300 yen from Ikebukuro station to JISS). 

Those programs are subject to change with notice due to facilities booking.  

 

注意事項（Notice） 
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■FD601 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

舞踊論                         新座 

(Theory of Dance) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
舞踊の意味を探る 

担当者名 

（Instructor） 
糟谷 里美(KASUYA SATOMI) 

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 年次入学者対象科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

本授業は、社会における多種多様な舞踊を取り上げ、現象としての舞踊を理論的科学的に捉えることにより、様々な視点から身

体文化の一つである舞踊の意味を探求する力を涵養する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

本授業は、地域に根差した文化や舞踊家たちの芸術活動の背景に触れながら、そこに出現する様々な舞踊に着目し、関連する

研究を通じて、舞踊への理解を深めていく。取り上げる舞踊は、「生活文化の中の舞踊」「芸術としての舞踊」「教育としての舞踊」

「身体科学の中の舞踊」等である。授業内では、映像を適宜用いながら、舞踊について考察していく。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 舞踊とは何か 

2. 生活文化の中の舞踊 

3. バレエの発祥と発展 

4. モダンダンスの成立背景と展開 

5. バレエ・リュスとその遺産 

6. 芸術としての舞踊 

7. ポストモダンダンスへの橋渡し 

8. バレエとモダンダンスの融合 

9. コンテンポラリーダンスに求められるもの 

10. 教育としての舞踊 

11. 日本における洋舞史 

12. 邦舞と洋舞の違いとは 

13. バレエを科学する 

14. 舞踊をめぐる様々な視点 

 

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

授業内容に関連した舞踊を、劇場において生（ライブ）で観る機会を持ち、舞踊への理解を深めることが望ましい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(50%)/出席および授業に取り組む姿勢(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業内で資料（プリント）を配付する。 

 

参考文献（Readings） 

授業内で紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FD602 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

脳と心                         新座 

(Biology of Brain) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
心の神経科学入門 

担当者名 

（Instructor） 
旦 直子(DAN NAOKO) 

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 年次入学者対象科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

心理学が扱う心の様々な側面を神経科学の視座から論じることにより，心の働きと中枢神経系とのつながりについて理解する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

まず，脳の構造と機能についての基本的な情報を提供する。その上で，心理学の研究分野の中でも特に脳科学からのアプロー

チが盛んないくつかのテーマを取り上げ，今日までに得られている知見を各論的に解説していく。その際，できるだけ具体的な事

例や実験結果を紹介する予定である。基本的な知識を身につけるとともに，現代の脳科学がどこまで人の心の働きを解明してい

るのかについて理解することを目指す。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 脳と心を調べる方法 

3. 知覚する脳（１） 

4. 知覚する脳（２） 

5. 知覚する脳（３） 

6. 記憶する脳（１） 

7. 記憶する脳（２） 

8. 感じる脳（１） 

9. 感じる脳（２） 

10. 特殊化する脳（１） 

11. 特殊化する脳（２） 

12. 発達する脳（１） 

13. 発達する脳（２） 

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)(80%)/出席および授業に取り組む姿勢(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし。プリントを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

授業中に適宜指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FD701 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

舞踊論 

(Theory of Dance) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
舞踊の意味を探る 

担当者名 

（Instructor） 
糟谷 里美(KASUYA SATOMI) 

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 年次入学者対象科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

本授業は、社会における多種多様な舞踊を取り上げ、現象としての舞踊を理論的科学的に捉えることにより、様々な視点から身

体文化の一つである舞踊の意味を探求する力を涵養する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

本授業は、地域に根差した文化や舞踊家たちの芸術活動の背景に触れながら、そこに出現する様々な舞踊に着目し、関連する

研究を通じて、舞踊への理解を深めていく。取り上げる舞踊は、「生活文化の中の舞踊」「芸術としての舞踊」「教育としての舞踊」

「身体科学の中の舞踊」等である。授業内では、映像を適宜用いながら、舞踊について考察していく。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 舞踊とは何か 

2. 生活文化の中の舞踊 

3. バレエの発祥と発展 

4. モダンダンスの成立背景と展開 

5. バレエ・リュスとその遺産 

6. 芸術としての舞踊 

7. ポストモダンダンスへの橋渡し 

8. バレエとモダンダンスの融合 

9. コンテンポラリーダンスに求められるもの 

10. 教育としての舞踊 

11. 日本における洋舞史 

12. 邦舞と洋舞の違いとは 

13. バレエを科学する 

14. 舞踊をめぐる様々な視点 

 

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

授業内容に関連した舞踊を、劇場において生（ライブ）で観る機会を持ち、舞踊への理解を深めることが望ましい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(50%)/出席および授業に取り組む姿勢(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業内で資料（プリント）を配付する。 

 

参考文献（Readings） 

授業内で紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FD702 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

脳と心 

(Biology of Brain) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
心の神経科学入門 

担当者名 

（Instructor） 
旦 直子(DAN NAOKO) 

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 年次入学者対象科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

心理学が扱う心の様々な側面を神経科学の視座から論じることにより，心の働きと中枢神経系とのつながりについて理解する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

まず，脳の構造と機能についての基本的な情報を提供する。その上で，心理学の研究分野の中でも特に脳科学からのアプロー

チが盛んないくつかのテーマを取り上げ，今日までに得られている知見を各論的に解説していく。その際，できるだけ具体的な事

例や実験結果を紹介する予定である。基本的な知識を身につけるとともに，現代の脳科学がどこまで人の心の働きを解明してい

るのかについて理解することを目指す。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 脳と心を調べる方法 

3. 知覚する脳（１） 

4. 知覚する脳（２） 

5. 知覚する脳（３） 

6. 記憶する脳（１） 

7. 記憶する脳（２） 

8. 感じる脳（１） 

9. 感じる脳（２） 

10. 特殊化する脳（１） 

11. 特殊化する脳（２） 

12. 発達する脳（１） 

13. 発達する脳（２） 

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)(80%)/出席および授業に取り組む姿勢(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし。プリントを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

授業中に適宜指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FE001 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

数学の世界                       新座 

(World of Mathematics) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
数と計算、科学と計算機の発展 

担当者名 

（Instructor） 
長島 忍(NAGASHIMA SHINOBU) 

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） 
CMP2500 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

数学の歴史を通して、数の表現や証明の移り変わりを知る。計算の進化や数の性質を知り、電子計算機で行われている計算や

論理の原理を学習する。数学、計算機との関係を今一度考えなおしてみる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

数学の歴史は数千年に渡って知られているが、数字の形、十進数の位取り、小数表記などは意外に歴史が浅い。高校までの数

学を復習しながら、授業に関連する内容の講義を行う。内容については話を聞くだけでなく、毎回解を求める計算もたくさん行う。

プリントを配布し、それに出ている問題を解きながら、理解を深めていく。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 数学の歴史全体像、数の表現、科学と計算機の発展 

2. ギリシア、イスラムなどの数学、数字 

3. 素数、有理数 

4. 約数、最大公約数、最小公倍数 

5. ピタゴラスの定理 小テスト 

6. 素数、メルセンヌ数 

7. パスカルの三角形、二項定理 

8. ルネサンス時代の数学の発展 

9. パスカルの計算機、ライプニッツの 2 進法 

10. 科学革命時代の数学の発展 小テスト 

11. 論理演算、電子回路による論理演算、計算への応用 

12. ソフトウエアの発展 

13. 数学とコンピュータの関係 

14. まとめ、授業内テスト 

 

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

高校でやった数学の復習。数学１（数と式・命題と論証）、数学２（整式の除法）、数学 B（等差数列、等比数列）など。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席と授業態度(40%)/小テスト(30%)/授業内テスト(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

テキストは使用しない。資料を配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 中村幸四郎他訳、2011、『ユークリッド原論追補版』、共立出版 (ISBN:ISBN978-4-320-01965-2) 

2. マーティン・デイヴィス、2016、『万能コンピュータ』、近代科学社 (ISBN:ISBN978-4-7649-0471-2) 

3. 五十嵐善英、2009、『数と計算の歩み』、牧野書店 (ISBN:ISBN978-4-434-12772-4) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

受講する人は高校の数学の内容を大体理解していることが必要であるが、授業内で高校数学の内容を復習しながら本題に入

る。 

 

注意事項（Notice） 
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■FE002 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

宇宙の科学                       新座 

(Astronomical Science) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
地球人になろう 

担当者名 

（Instructor） 
浅井 和美(ASAI KAZUMI) 

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） 
CMP2500 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

現代科学が解き明かした宇宙観の理解を深め，さらに，グローバル化が進む現代に重要な地球的規模で物事を見る目を養うこと

を本講義の目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

現代の宇宙科学は，電波からガンマ線に至る全電磁波領域で観測が行われ，宇宙の構造と進化の理解が進んできた。この授業

では，最新の観測結果に基づいて，現代天文学の宇宙観，すなわち地球，太陽系，恒星，銀河，銀河団の誕生と進化，宇宙の起

源について学ぶ。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス：宇宙を学ぶとは？ 

2. 宇宙の大きさ 

3. 太陽と惑星１「青い惑星ー地球」 

4. 太陽と惑星２「母なる星ー太陽」 

5. 太陽と惑星３「太陽系の家族たちー惑星と衛星」 

6. 太陽と惑星４「太陽系小天体、系外惑星」 

7. 星の誕生と進化１「原始星の誕生から主系列星へ」 

8. 星の誕生と進化２「主系列星から惑星状星雲へ」 

9. 星の誕生と進化３「超新星爆発,超新星残骸, 高密度星」 

10. 銀河系と系外銀河１「銀河系(天の川銀河)」 

11. 銀河系と系外銀河２「系外銀河」 

12. 銀河系と系外銀河３｢活動銀河核を持つ銀河｣ 

13. 銀河団と超銀河団，宇宙の未来 

14. 宇宙の誕生から現在まで 

 

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

Blackboardに、講義資料が載せてありますので、予習に、復習に、活用してみましょう。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

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

 

テキスト（Textbooks） 

特になし。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

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で、その講義資料は、Bkackboardにすべて載せてあります。 

 

注意事項（Notice） 
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■FE003 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

生命の科学                       新座 

(Life Science) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
ライフサイエンス入門 

担当者名 

（Instructor） 
岩崎 容子(IWASAKI YOUKO) 

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） 
CMP2500 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

生命のしくみの基礎を学び、生命現象をより深く理解する 

 

授業の内容（Course Contents） 

地球上の多様な生物にも、共通の「生命のしくみ」がある。まず、その根幹をなす遺伝を司る DNAや生命現象を作り出すタンパク

質のしくみの基礎について、身近な事例を絡めて概説する。さらに、応用的な内容として、タンパク質研究や極限環境に生きる生

命を扱った研究などを紹介し、生命の進化やその多様性、およびライフサイエンス技術と社会との関わりについて考えていく。お

もにパワーポイントを用い、グラフィックスや動画を交えた講義を行う。全員が参加する簡単な実習を 1 回予定している。  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 生命の最小単位：細胞 

3. 生命の鍵となる物質：DNA、RNA、タンパク質 

4. 生物の機能を生み出すタンパク質 

5. 遺伝子：タンパク質の設計図 

6. 遺伝子の集合体：ゲノム 

7. 遺伝子組換え 

8. 酵素と代謝 

9. 蛍の光を再現する 

10. タンパク質の変性が引き起こす病 

11. 極限環境と生物１ （極限に生きる微生物） 

12. 極限環境と生物２ （好熱菌研究） 

13. これからのライフサイエンス 

14. まとめ 

 

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

生命科学関連のニュースや情報に積極的に触れ、興味を深めておくこと。小中高で学んだ理科（特に生物や化学）の教科書や資

料は理解を助けます。また、復習には、講義内で紹介した Web Site や資料を閲覧し、理解を深めていくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(60%)/出席兼コメントカードの内容(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特に使用しない。レジュメを毎回配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 大島 泰郎 編著、2002、『先端技術と倫理(生命科学のための基礎シリーズ)』、実教出版 (ISBN:4407024143) 

2. 大島 泰郎、2012、『極限環境の生き物たち（なぜそこに棲んでいるのか）』、技術評論社 (ISBN:978-4-7741-5030-7) 

講義中に補足する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

レジュメに色を塗ることがあります。色鉛筆や蛍光ペン（赤、青および黄色など）を準備してください。 

進行状況などにより、内容や順序が変更になる場合があります。 

 

注意事項（Notice） 
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■FE004 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

生命の科学                       新座 

(Life Science) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
生命とは何か：遺伝子から個体、そして社会まで 

担当者名 

（Instructor） 
池渕 万季(IKEBUCHI MAKI) 

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） 
CMP2500 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

生命科学の知識や技術が現在の社会とどう関わり，どのような影響を与えるのかを理解し，考察する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

個体レベルから細胞レベルまで，生命科学に関して広く理解する。その上で，生命科学的技術が我々の社会にどう貢献している

のかを知り，今後何ができるのかを考える。義務教育以来，生命科学分野になじみのない学生にもわかりやすく，かつ，最新の

生命科学現象にも触れられるような構成にする。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 講義の流れの説明 

2. 社会その１ 動物のコミュニケーション１：音声によるコミュニケーション、視覚によるコミュニケーション 

3. 社会その 2 動物のコミュニケーション 2：嗅覚によるコミュニケーション、複数の感覚を利用したコミュニケーション 

4. 社会その 3 環境：我々を取り巻く環境と生命の関わりについて 

5. 神経その１ 神経細胞：神経細胞の構造と機能、神経細胞間の情報伝達 

6. 神経その 2 脳：脳の構造と機能、脳の進化 

7. 神経その 3 脳：感覚と運動、記憶 

8. 神経その 4 行動の制御：内分泌(ホルモン) など 

9. 神経その 5 脳科学の社会的インパクト：脳科学と医療、脳と機械の接続 

10. 細胞・遺伝その１ 遺伝：遺伝情報とその伝達について 

11. 細胞・遺伝その 2 遺伝（応用）：分子遺伝学の研究方法、生命医学 

12. 細胞・遺伝その 3 細胞：細胞の構造と機能、細胞生物学の研究方法 

13. 細胞・遺伝その 4 細胞（応用）：生殖医学、細胞に関する医療と社会 

14. まとめ 

 

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

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)(90%)/出席兼コメントペーパー(10%) 

 

テキスト（Textbooks） 

講義時に資料配付。 

 

参考文献（Readings） 

講義時に適宜紹介。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FE005 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

物質の科学                       新座 

(Science of Matter) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
宇宙を構成する物質と非物質 

担当者名 

（Instructor） 
小谷 太郎(KOTANI TAROU) 

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） 
CMP2500 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2016 年度以降 1 年次入学者対象科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

この宇宙が何からできているか、現代科学の成果に基づいて概観します。 

私たちが宇宙のどのような歴史の結果存在しているのか知ることと、身近な物質の構造が理解できることが目標です。 

物理や化学や地学を既習かどうかは問いません。 

 

授業の内容（Course Contents） 

この宇宙は何からできているか、私たちが何からできているか知りたいという好奇心は、科学の最初の動機であり、最終的な目

標です。ここ 400 年間の科学のめざましい進展により、物質を構成する原子の構造から宇宙の進化の過程まで、多くの現象が説

明できるところまできました。しかし最近得られた観測データは、宇宙に正体不明の膨大なエネルギーが満ちていることを示唆し

ています。人類は宇宙の数パーセントしか知らないことが明らかとなってしまいました。 

 

私たちが現在何を知っていて何を知らないのか、科学の進展を振り返りながら概説します。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 原子論 

2. 周期表 

3. 元素合成〜イントロ 

4. 原子核 〜壊変・半減期 

5. 原子核 〜壊変モード 

6. 原子核 〜核分裂・放射能 

7. 電磁波  

8. 素粒子物理 〜ニュートリノと超新星 

9. 元素合成 〜恒星進化・中性子星合体 

10. 元素合成 〜人工元素・ニホニウム 

11. 素粒子物理〜クォーク 

12. 素粒子物理〜レプトン、ゲージボソン 

13. 宇宙物理 〜宇宙の階層構造とダーク・マター 

14. 宇宙物理 〜宇宙膨張とダーク・エネルギー 

 

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

授業は復習しましょう。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(60%)/出席および授業参加度(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特に指定しません。 

 

参考文献（Readings） 

適宜指示します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FE006 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

身近な物質の化学                    新座 

(Chemistry of Familiar Materials) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
身近な物質と現象から学ぶ化学の仕組み 

担当者名 

（Instructor） 
和田 亨(WADA TOHRU) 

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） 
CMP2500 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2016 年度以降 1 年次入学者対象科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

本講義では水や空気などの身近な物質を取り上げ、原子と分子の構造、化学結合の性質がそれらの物質の性質にどの様に現

れているか考えていく。体感することが出来る事象から、原子や分子、化学結合の原理を論理的かつ感覚的にも理解することを

目的とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

 現代社会では化学物質名を目にしない日はない。例えば歯磨きやシャンプーのラベルには多くの化学物質が表記されている

し、CM では化学物質名をキャッチコピーにしている。そもそも自然界に存在する全てが化学物質であり、我々人間も化学物質か

ら成り立っている。したがって、「化学なんて小難しい学問は関心がない」という訳にはいかないのだ。本講義では、身近に存在す

る化学物質、例えば水や空気などを例にして化学の基礎を学んでいく。「なぜ氷は水に浮かぶのか？」など、普段は当たり前に接

していて疑問にも思わないようなことに、自然界の仕組みの奥深さが隠されている。原子と分子の構造や化学結合の性質、エネ

ルギーなどを取り上げ、化学の基礎を暗記ではなく、論理的かつ感覚的にも理解することを目的とする。現代社会に氾濫する科

学用語に惑わされない教養力を身につける。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

〜教養としての科学（化学）〜 

2. 水の不思議 

3. 原子の構造と性質 

〜原子発見の道のりと現代の理解〜（１） 

4. 原子の構造と性質 

〜原子発見の道のりと現代の理解〜（２） 

5. 原子の構造と性質 

〜原子発見の道のりと現代の理解〜（３） 

6. 原子の構造と性質 

〜原子発見の道のりと現代の理解〜（４） 

7. 魅惑の周期表（１） 

8. 魅惑の周期表（２） 

9. 魅惑の周期表（３） 

10. 魅惑の周期表（４） 

11. 分子と化学結合（１） 

12. 分子と化学結合（２） 

13. 分子と化学結合（３） 

14. まとめ 

 

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

本講義では高校から大学初年度レベルの化学の基礎について解説するので、授業前には高校の化学の教科書を復習しておくこ

とが望ましい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(80%)/出席と授業にのぞむ姿勢(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

単元ごとにレジュメを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

適宜、授業内で紹介する。 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業は板書と補足資料をスクリーン投影しながら進める。理解を深めるための演習を行い、解説する。 

 

注意事項（Notice） 
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■FE007 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

化学と自然                       新座 

(Chemistry and Nature) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 

身近な物質の性質や自然環境における役割ならびに，自然界でおきている現象の本質

を理解するための化学の基礎 

担当者名 

（Instructor） 
釘田 強志(KUGITA TSUYOSHI) 

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） 
CMP2500 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

化学の基礎を学び，我々の身の回りの物質や身近で起きている現象や環境問題，さらに利用しているエネルギーなどについて

科学的に理解し，より身近に感じられるようになること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

空気，オゾン，二酸化炭素，エネルギーと化石燃料，水，原子力と代替エネルギーなどをテーマにそれぞれ 2 回にわたって講義

する。それぞれのテーマに関連する化学の基礎知識について解説し，それをもとに将来の予測，可能性について考える。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. はじめに，原子と分子  

2. 空気の組成 

微量成分と濃度 

3. 大気汚染物質 

4. オゾン層と太陽光 

光の種類と性質 

5. オゾン層の形成と破壊のメカニズム 

6. 地球温暖化 

二酸化炭素と赤外線 

7. 温暖効果ガス 

8. エネルギー 

発電の仕組みとエネルギーの変換 

9. 化石燃料 

石炭，石油，天然ガス 

10. 飲料水の成分 

11. 水の性質 

溶解性，熱容量 

12. 原子力と放射線 

13. 代替エネルギー 

14. まとめ 

 

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

講義の最後に次回のテーマに関するキーワードを提示する。それについて，各自で予習しておくこと。 

配布した資料を参考に予習，復習すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(100%) 

理解度を確認するための小テストを，不定期に行うが，成績には反映させない。 

 

テキスト（Textbooks） 

テキストは使用しない。 

2 週に 1 回程度の割合で資料を配布する。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

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

 

 

  



 - 502 - 

■FE008 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

行動の科学                       新座 

(Ethology) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
動物行動学入門 

担当者名 

（Instructor） 
近藤 紀子(KONDO NORIKO) 

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） 
CMP2500 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

進化という考えを正しく理解することを目指す。 

 

授業の内容（Course Contents） 

動物は多様な行動をしているが、それにはどんな意味があるのだろう？本講義では、動物の行動について、その進化的要因に

ついて主に取り上げる。ヒトを含むさまざまな動物を取り上げる。遺伝子の話なども出てくるので中学理科程度の知識はあったほ

うがいいかもしれないが、生物学の専門的知識は特段必要としない。ヒトにしか興味がない場合には受講しないことをお勧めす

る。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 進化とは何か？ダーウィン以前の自然観 

3. 進化とは何か？ ポケモンの「進化」は進化的に見て進化なのか 

4. 配偶システム おしどり夫婦の幻想 

5. 性選択 俺がもてないのは実効性比のせいかもしれない 

6. ヒトの配偶者選択（※受講したらもてるわけではない） 

7. 包括適応度 働きバチは働いて死ぬだけで本当にいいのか 

8. 協力行動 情けは人の為ならず？ 

9. ヒトの心の進化（※受講したらヒトの心が読めるわけではない） 

10. 道具使用 器用な動物たち 

11. 社会行動と文化 文化はヒトだけのものか 

12. コミュニケーション  

13. カラス研究の話 

14. まとめ 

 

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

授業内で指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(99%)/コメントペーパー(1%) 

毎回コメントペーパーを書いてもらうことになります。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FE009 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

生命の歩み                       新座 

(Origin of Life) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
40 億年にわたる生命と地球の共進化 

担当者名 

（Instructor） 
更科 功(SARASHINA ISAO) 

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） 
CMP2500 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

地球上の生物は，約四十億年前のただ一種の生物から進化してきた歴史的存在であるという観点にたって，現在の生物の複雑

性と多様性を理解する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

生命は地球の環境に適応して進化してきた反面，地球の環境を作り上げてもきた。そのような生命と地球の共進化の歴史を，な

ぜそういうことが分かるのかという方法論もふくめて，様々な角度（化石，現生生物，惑星科学など）から解説する。また、生命の

歩みは偶然の出来事（隕石の衝突など）によっても大きな影響を受けたことも理解してもらう。講義は板書形式でおこなうが，パワ

ーポイントも併用する。毎回講義の最後に，ノート参照可の簡単な小テストをおこない，小テストの提出をもって出席とする。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 生命の起源 

2. 最古の化石 

3. 地球の全生物の共通祖先 

4. 光合成 

5. 真核生物 

6. 多細胞生物 

7. カンブリア紀の爆発 

8. 生物の陸上進出 

9. 大量絶滅 

10. 恐竜の時代 

11. 巨大隕石の衝突 

12. 哺乳類の繁栄 

13. 人類の進化 

14. 地球外生命の可能性 

 

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

講義の性質上，以前の講義で説明した語句（時代や生物の名前など）が頻出するので，少なくとも前回のノートを見直しておくこ

と。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(60%)/小テスト(1 回目～13 回目は各 3％、14 回目は 1％）(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 更科功、2012、『化石の分子生物学』、講談社 (ISBN:978-4-06-288166-1) 

2. 更科功、2016、『爆発的進化論』、新潮社 (ISBN:978-4-10-610685-9) 

3. 更科功、2016、『宇宙からいかにヒトは生まれたか』、新潮社 (ISBN:978-4-10-603781-8) 

4. 更科功、2016、『絵でわかるカンブリア爆発』、講談社 (ISBN:978-4-06-154779-7) 

5. 更科功、2018、『絶滅の人類史』、NHK出版 (ISBN:978-4-14-088541-3) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FE010 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

人類の進化                       新座 

(Human Evolution) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
現生人類の誕生から日本列島にヒトが定住するまで 

担当者名 

（Instructor） 
楠本 彩乃(KUSUMOTO AYANO) 

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） 
CMP2500 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

人類揺籃の地アフリカを出てからのホモサピエンスの拡散の様子を辿りながら，『自分はどこから来たのか？』について概観す

る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

人類の誕生と拡散，やがて人種形成を経て日本列島へとヒトが移住を始めるに至るまでの経緯を辿る。とくに，日本人について

は，生物学的多様性に関する様々な科学的データを提示しながら，そのルーツについて多角的に検証してゆく。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 現生人類の誕生まで 

2. ネアンデルタール人 

3. ミトコンドリアＤＮＡとＹ染色体ＤＮＡ 

4. 人種とは 

5. 人類の拡散とその時期（１） 

6. 人類の拡散とその時期（２） 

7. 北方系モンゴロイドの肉体的特徴（１） 

8. 北方系モンゴロイドの肉体的特徴（２） 

9. 日本人の形成 

10. 日本人の多様性（１）骨，歯 

11. 日本人の多様性（２）プロポーション 

12. 日本人の多様性（３）遺伝 

13. 日本人の多様性（４）ウィルス 

14. 日本人の多様性（５）酵素 

 

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

講義中に適時説明する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

とくに指定しない。 

 

参考文献（Readings） 

講義中に適時紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FE011 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

地球の理解                       新座 

(Understanding of the Earth) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 

急激な変化を示す地球環境の理解に必要な基礎知識を獲得し，後世への伝承の大切

さを理解する。 

担当者名 

（Instructor） 
小森 次郎(KOMORI JIRO) 

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） 
CMP2500 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

私たちには過去から受け継いだ地球を健全な状態で後世へ引き渡す責務がある。一方，現代は人口爆発や地球温暖化とそれ

に伴う環境の変化など激変の時代であるが，近代化が進んだ社会では自然と接し地球を理解するという機会は少ない。そこで，

当科目ではこれらに関する基本的な知識や地球規模の空間と地球史レベルの時間を理解する感覚を取得し，「我々は今後どう

生きるべきか」を考える切っ掛けをつかむことを目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

前半で地球環境の理解に必要な物差し（時間と空間のスケール），および地球表層で見られる物質循環の基礎を学ぶ。 

後半では地球規模の環境問題を学び，それらの成果を含まて今後の社会や自らの行動規範を実際に考えていく。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 当科目の受講ガイダンスと導入． 

「持続可能な地球」の本来目的の確認 

2. 空間スケールの獲得 （１） 

宇宙から見た地球 

3. 空間スケールの獲得 （２） 

地球の表面と内部 

4. 地球表層で見られる物質循環 （１） 

5. 地球表層で見られる物質循環 （２） 

6. 時間スケールの獲得 （地球の歴史 １） 

大学-駅間の地図を使った地球史の時間スケールの理解 

7. 時間スケールの獲得 （地球の歴史 ２）  

8. 時間スケールの獲得 （地球の歴史 ３） 

地表直下に存在する数万年の記録 

9. 過去数百年の気候変動と近年の温暖化による影響  

10. 地球規模の環境問題の実態 （１） 

資源・エネルギー問題 

11. 地球規模の環境問題の実態 （２） 

人口問題．国際協力の課題 

12. 環境問題の解決を考え表現する（１） 

社会・環境問題の抽出と整理 

13. 環境問題の解決を考え表現する（２） 

前週の成果を受けた報告 

14. まとめ 

3Rや 5Rでは解決されない問題の再確認 

 

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

前後の週に扱うテーマに関連した事例（海外も含む）について，事前・事後学習として独自にまとめるようにすること（まとめた成

果はレポートとは別の成果物として独自の判断により教員へ提出することができる。詳細は授業内で説明）。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/リアクションペーパの記述内容(20%)/授業内のミニテスト(20%)/物質循環に関する提出物(10%)/

地球史に関する提出物(10%) 

 

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)） 

・地球科学分野の話題が多いですが，平易な言葉と話題で授業を進めます。 

・動画の上映や簡易の実験，体験をおりまぜながら記憶に残る授業の実施に努めます。 

・受講しているみなさんが主役です。挙手による活発な質問・発言を歓迎します。 

・私語，携帯電話の使用，授業と関係の無い作業等については厳しく対処し退室を求めます。授業開始から 15 分経過の入室は

原則禁止とします。 

 

注意事項（Notice） 
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■FE012 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

情報科学Ａ                       新座 

(Information Science A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
情報端末の仕組みとセキュリティ上の問題点の関係性 

担当者名 

（Instructor） 
古賀 ひろみ(KOGA HIROMI) 

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） 
CMP2500 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2006 年度以降 1 年次入学者対象科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

情報の処理や端末の仕組み，原理について学ぶことでそこからもたらされる危険性についても理解し，安全な活用に留意すべき

点について考える。 

 

授業の内容（Course Contents） 

情報端末の構造やデータの処理および保存方法を学ぶことで，ハードウェアとしてのコンピュータの構造がもたらす脆弱性や問

題点がなぜ生じるのかを考察する。 

また，携帯性など利便性の向上や使用環境によってもたらされた問題点，発生する障害に関する近年の傾向についても説明した

上で，留意点と利用範囲について判断するためのポイントを理解する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. セキュリティ指標とコンピュータの構成要素 

2. 演算制御装置の仕組みと脆弱性 

3. 主記憶装置の役割とデータ処理 

4. 補助記憶装置１・ハードディスクの仕組みと媒体の利点及び問題点 

5. 補助記憶装置２・フラッシュメモリの仕組みと媒体の利点及び問題点 

6. 補助記憶装置３．光ディスクの仕組みと媒体の利点及び問題点 

7. 補助記憶装置まとめ・保存媒体の特徴に由来する故障と環境の影響 

8. OSのファイルシステムとファイル管理 

9. ファイルの削除と情報漏洩，ファイルの消去 

10. ファイル復元方法と媒体の廃棄 

11. 装置の認証１・生体とパスワード利用の利点と問題点 

12. 装置の認証２・暗号の種類と特徴 

13. セキュリティ対応が生むリスク 

14. 携帯端末の脅威と対策 

 

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

事前に資料を配布するので目を通し，日常生活で生じる情報機器のトラブルの経験をふまえつつ疑問点を整理しておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特に指定しない。適宜プリントを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

特に指定しない。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

板書の講義を中心とするが，随時視覚教材も用いる。 

 

注意事項（Notice） 
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■FE013 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

情報科学Ｂ                       新座 

(Information Science B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
インターネット脆弱性につながる仕組みとウェブサイト履歴の個人情報化 

担当者名 

（Instructor） 
古賀 ひろみ(KOGA HIROMI) 

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） 
CMP2500 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2006 年度以降 1 年次入学者対象科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

情報の基本概念、通信における情報とその処理、情報システム、情報と社会との関わりなどについて学ぶ。 

 

授業の内容（Course Contents） 

インターネットは「善意のシステム」であり，それ故に悪意のある攻撃に弱いという特徴を持つ。また近年ではインターネットを介し

た情報収集と利用が利用者に利便性をもたらす一方でプライバシーの問題などが取り沙汰される。 

そこで以下の 2 点を取り上げることでことで，インターネットに関する諸問題が何に由来しているのか，また安全に利用するため

に留意すべき点は何かを選択し判断するためのポイントを理解する。 

（１）サイト側の「ウェブサイトへのアクセス情報」の利用 

ネットワークとは利用者と情報提供者双方によるデータ送受信であり，通信自体に，また利便性を図るために利用者側の情報も

必要であることを理解した上で，情報がどのように収集・利用されているのか，それらがもたらす問題点についても考える。 

（２）インターネットの仕組みと攻撃 

インターネットの仕組みや通信手順の必要性について理解したうえで、そこから生じる問題点とそれを悪用した不正利用や攻撃

の手法について学ぶことで，どうすれば不正利用を防止できるか，防止できない不正利用にどう対処するかについて考察する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. アクセス情報の利用１ 

コンピュータ・ネットワークの目的とサイトに通信される情報 

2. アクセス情報の利用２ 

端末識別に利用される２つのアドレス―MACアドレスと IPアドレス 

3. アクセス情報の利用３ 

アドレスの割り当て方法―サイト側がアドレスで判別可能な情報の範囲 

4. アクセス情報の利用４ 

行動履歴－セッション管理と cookieによるユーザー個人の情報統合と利便性 

5. アクセス情報の利用５ 

情報統合の利用―情報検索の仕組みとパーソナライズ 

6. アクセス情報の利用６ 

サードパーティ cookie と収集範囲の広がり－サイトを超えた情報統合とビッグデータ 

7. アクセス情報の利用７ 

情報統合による情報の個人情報化―個人の識別とプライバシー侵害 

8. インターネットの仕組みと攻撃１ 

インターネット上のデータ形態―パケット通信とベストエフォート 

9. インターネットの仕組みと攻撃２ 

状況に応じたデータ転送―ルーターによる経路決定 

10. インターネットの仕組みと攻撃３ 

データ保証―通信過程でのデータ欠損とエラー対応プロトコル 

11. インターネットの仕組みと攻撃４ 

送信先の指定―ポート番号とドメインネーム 

12. インターネットの仕組みと攻撃５ 

端末への攻撃準備―アドレススキャンとポートスキャン 

13. インターネットの仕組みと攻撃６ 

端末への攻撃―サービス妨害とマルウェア 

14. インターネットの仕組みと攻撃７ 

パケットへの攻撃―盗聴と中間者攻撃 

 

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

事前に資料を配布するので内容を確認し，日常でのインターネット利用経験をふまえて疑問点を整理しておくこと。 
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成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特に指定しない。適宜プリントを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

板書の講義を中心とするが，随時視覚教材も用いる。  

 

注意事項（Notice） 
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■FE015 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自然環境の保全                     新座 

(Nature conservation) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
自然遺産と文化の多様性を保全する生物多様性保全の考え方 

担当者名 

（Instructor） 
永石 文明(NAGAISHI FUMIAKI) 

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） 
CMP2500 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

自然環境と野生生物の危機にどう対処すればいいのか、生態系の機能と価値を、未来に残すべき遺産として科学する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

大規模な開発や都市化の影響で特に発展途上国では森や川などの豊かな自然がなくなり、それにあわせて地域社会の文化も

衰退している。日本も例外ではない。自然遺産と文化の多様性を守るために、人はどのように行動すればいいのかを探る。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. ヤンバルクイナの生息する沖縄イタジイの森-国頭村における自然再生 

3. ニシローランドゴリラと熱帯林-アフリカ熱帯林における森林開発と生物多様性保全 

4. 食と生物多様性-調達先における野生生物生息地の現状と保全への取り組み 

5. コバタンとインドネシアの森-鉱山開発と地域再生への取り組み 

6. 里山の生物多様性保全-里山における自然再生とコミュニティ形成 

7. サイチョウの生息する熱帯アジア-タイにおける住民参加によるサイチョウ保護活動 

8. 都市生態系の現状-エコロジカル・ネットワークと野生生物との共存の可能性 

9. 国立公園におけるエコツーリズム-野生生物の保全に有効な取り組み 

10. 淡水魚の生息環境の現状-在来種と外来種のせめぎ合う国内河川と自然再生 

11. 農業と生物多様性-環境農業における自然と文化の保全への取り組み 

12. 英国ナショナルトラストに学ぶ-伝統的な景観再生と野生生物 

13. 海の環境保全に配慮した行動とは？-漁法と養殖における生物多様性保全 

14. 動物園における環境教育とは?-動物園の環境教育事業の国内外比較 

 

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

予習・復習範囲や課題は Blackboardで知らせる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度(25%)/授業態度(25%)/出席兼コメントペーパー(40%)/最終の小レポート(10%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 後藤俊彦・薗田綾子監修、2009 年、『サステナビリティと本質的 CSR』、三和書籍 (ISBN978-4-86251-062-4C3030) 

2. Millennium Ecosystem Assessment 編、2007 年、『生態系サービスと人類の将来』、オーム社 (ISBN978-4-274-20380-

0C3050) 

3. 大沼あゆみ・栗山浩一編、2015 年、『生物多様性を保全する』、岩波書店 (ISBN978-4-00-028794-4C0333) 

4. 市川昌弘編、2013 年、『ボルネオの里の環境学』、昭和堂 (ISBN978-4-8122-1319-3C3036) 

5. 沖縄生物研究会編、2012 年、『フィールドガイド沖縄の生きものたち』、新星出版 (ISBN978-4-905192-30-5C0645) 

6. K.ローレンツ、1973 年、『文明化した人間の八つの大罪』、新思索社 (ISBN4-7835-0212-9C0045) 

7. アレックス・カー、2002 年、『犬と鬼』、講談社 (ISBN4-06-208101-6C0036) 

『コンゴ共和国のヌアバレ・ンドキ国立公園および周辺地域における生物多様性保全を考える』報告書.地球環境基金.環境省 

永石文明.「多様なコモンズを活かしたフィールドミュージアムの持続可能性」2016 年.立教大学社会学部応用社会学研究

No.58.P199-211. 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■FE016 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

地球環境の未来                     新座 

(Future of Environment) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
人類が暮らす地球という生態系の現状を見据え、地球環境の未来を考える 

担当者名 

（Instructor） 
新山 優子(NIIYAMA YUUKO) 

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） 
CMP2500 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

地球環境の現状を理解し、人類が直面している問題を認識する。その上で、私達自身が未来のためにできること、すべきことを考

える。 

 

授業の内容（Course Contents） 

地球環境が危機に瀕しているといわれて久しいが、 いったい何が問題なのだろうか。私たち人間も含まれる生態系は、今どうな

っているのだろうか。生態系の現状や解決すべき課題について学び、理解を深める。私達の日常生活は地球環境と決して無関

係ではないことを念頭に置きながら、地球環境の未来について考察を進める。環境問題に対処するための新しい動きや考え方も

紹介する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 生態系の恵み 

2. 地球環境の現状 

3. 特に深刻な地球環境問題 

4. 特に深刻な地球環境問題つづき 

5. 世界各国の基本的なデータを読み解こう 

6. 私たちは地球環境を汚している？ 

7. ひとつの変化は次の変化を生む 

8. 食べ物と地球環境との関係 

9. 地球の酸素を作ったのはだれ？ 

10. 生物多様性とはなにか 

11. 生物の進化と多様性 

12. 生物多様性の危機 

13. 感染症と地球環境との関係 

14. 生態系の恵みを受け続けるために 

 

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

授業では数冊だが参考図書の貸し出しを行うので、予習や復習に役立てて欲しい。 

また、授業中に紹介する書籍やウェブサイトを積極的に活用して能動的に学習し、知識を深めることを期待する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(60%)/授業内に提出するコメントペーパーの内容(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特に指定しない。 

 

参考文献（Readings） 

授業中に紹介する。本学図書館の蔵書も利用してできるだけ多くの書籍を読み、知識や考えを深めて欲しい。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FE017 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自然と人間の共生                    新座 

(Co-existence between environment and mankind) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 

国道も信号もコンビニもない、「何もない」へき地山村。その地に埋め込まれた「教育力」

に学べ。 

担当者名 

（Instructor） 
辻 英之(TSUJI HIDEYUKI) 

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） 
CMP2500 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

へき地山村に住む人々が営む自然と共存する暮らし。その暮らしに埋め込まれた教育力を学び，今求められる自然と人間の関

係性を考える。 

 

授業の内容（Course Contents） 

限界自治体ともいうべき長野県泰阜村（やすおかむら）。非効率，不合理と切り捨てられてきた山村が今，循環型の地域社会作り

の先頭に立っている。村民とヨソモノ・若者の環境教育 NPOが協働して，持続可能な地域社会を創る事例（山村留学など）を紹

介しながら，自然と共存する人間のあり方を考察する。なお、講師は泰阜村で実際に活動する上記環境教育 NPOの代表理事で

ある。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. こんな村いやだ！年貢は米じゃねえ ～今は過疎、昔は過密？ 過疎へき地山村のリアル実態～ 

2. 村の子の血が染まる ～山村における「ムラの論理（排除の論理）」と自然環境の関係性～ 

3. お互い様は身体で学ぶ ～里山・棚田保全とこどもの教育の奇妙な WIN-WIN関係～ 

4. もったいないの本質 ～エコ？ 循環型の生活様式？ 感謝のこころ～ 

5. 農家冥利に尽きる ～地域を潤す地産地消と農家のプライド～ 

6. わしゃ職人だぞ！ ～自然と共存してきたプライドが自然を守る～ 

7. 山村は山村だからいいのだ ～戦後教育が自然と共存する村民を追い詰めた～ 

8. わしゃ、生まれ変わったら教師になりたい（ゲストスピーク①） ～限界集落住民の壮絶なコンプレックス～ 

9. 朝獲りシシ鍋だ ～スーパー猟師が挑む野生生物・獣害との闘い～ 

10. よみがえれ！学校林 ～森と共に生きる文化が暮らしと教育をつなぐ～ 

11. 東日本大震災・熊本地震から学ぶこと（ゲストスピーク②） ～被災地は、今～ 

12. 東日本大震災・熊本地震から学ぶこと２ ～被災地から学ぶ、支え合い・お互い様の社会づくりへの挑戦～ 

13. 教育を中心に据えた持続可能な地域づくり１ ～食えない３点セットが日本を変える！～ 

14. 教育を中心に据えた持続可能な地域づくり２～まとめ～ 

 

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

準備学習等の指示は、必要に応じて授業内あるいは Blackboard上で行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/テキストを読んでの中間レポート(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 辻英之、2011 1836 円、『奇跡のむらの物語 ～1000 人の子どもが限界集落を救う！』、農文協 (ISBN:978-4-540-11106-8) 

 

参考文献（Readings） 

授業時に紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

講師は泰阜村で実際に活動する上記環境教育 NPOの代表理事である。毎週毎週、信州の山村から片道 5 時（！）かけて大学

に通い、旬な情報を伝える。 

パワーポイントを使用したビジュアル中心の講義形式で、必要に応じて周囲の人と簡単なディスカッションを行う。 

担当者所属 NPOのアドレス http://www.greenwood.or.jp 

 

注意事項（Notice） 
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■FE018 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

脳と心                         新座 

(Biology of Brain) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
心の神経科学入門 

担当者名 

（Instructor） 
旦 直子(DAN NAOKO) 

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） 
CMP2500 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2016 年度以降 1 年次入学者対象科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

心理学が扱う心の様々な側面を神経科学の視座から論じることにより，心の働きと中枢神経系とのつながりについて理解する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

まず，脳の構造と機能についての基本的な情報を提供する。その上で，心理学の研究分野の中でも特に脳科学からのアプロー

チが盛んないくつかのテーマを取り上げ，今日までに得られている知見を各論的に解説していく。その際，できるだけ具体的な事

例や実験結果を紹介する予定である。基本的な知識を身につけるとともに，現代の脳科学がどこまで人の心の働きを解明してい

るのかについて理解することを目指す。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 脳と心を調べる方法 

3. 知覚する脳（１） 

4. 知覚する脳（２） 

5. 知覚する脳（３） 

6. 記憶する脳（１） 

7. 記憶する脳（２） 

8. 感じる脳（１） 

9. 感じる脳（２） 

10. 特殊化する脳（１） 

11. 特殊化する脳（２） 

12. 発達する脳（１） 

13. 発達する脳（２） 

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)(80%)/出席および授業に取り組む姿勢(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし。プリントを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

授業中に適宜指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FE019 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

オーダーメイド医療最前線                新座 

(Forefront of made-to-order medicine) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
ニーズキャッチ先端医療技術の現状と課題 

担当者名 

（Instructor） 
溝口 元(MIZOGUCHI HAJIME) 

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） 
CMP2500 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2016 年度以降 1 年次入学者対象科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

オーダーメイド医療・テイラーメイド医療と呼ばれる個々人の健康や医療に関する要望に沿った生命科学，先端医療技術の現状

が科学的社会的背景とともに理解できる。その問題点と将来展望が考察できる。日常的に具体的な議論ができる。これらが目標

である。 

 

授業の内容（Course Contents） 

マスメディア等でしばしば耳にする今日の生命科学や先端医療技術の成果を個々人の身体・健康・疾病状況に対する願望の実

現という視点に立って解説する。自然科学的原理から医療，生命倫理，社会福祉の現場へ至る各場面で，自身の関心に沿って

自ら考えていくことができる素材の提供を目指したい。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 全体概要 

2. 不妊治療の実際 

3. 生殖医療技術 

4. 再生医療・クローン技術 

5. 出生前診断の原理と問題点 

6. 染色体異常の諸相 

7. 遺伝病と社会的受容 

8. ゲノム科学とその拡がり 

9. 各国の優生学・優生思想 

10. 医師と患者の関係 

11. 延命治療・終末期医療 

12. 脳死と臓器移植 

13. 安楽死と尊厳死 

14. まとめ 

 

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

日常的にメディアで発せられる先端医療技術や最新の生命科学の話題に関心を持ち、自身の場合と結び付けて考えてみるアク

ティブラーニングの習慣を持つことを授業外学習の骨子とする。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(70%)/毎回のコメントペーパー(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 溝口元、2016、『生命倫理と人間福祉』、アイケイコーポレーション (ISBN:978-4-87492-339-9) 

 

参考文献（Readings） 

必要に応じて授業中に紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

とくに予備知識は必要としない。講義形式。時事的話題を取り上げつつその自然科学的，医学的背景を解説する 

 

注意事項（Notice） 
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■FE020 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

大学と科学技術                     新座 

(Universities And Science Technology) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
社会の中の科学技術 

担当者名 

（Instructor） 
古谷 紳太郎(FURUYA SHINTARO) 

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） 
CMP2500 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2016 年度以降 1 年次入学者対象科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

現代社会は、社会それ自体が科学技術化している。そのため、社会における科学と技術についての理解は、社会人にとっての必

須教養であると言っても言い過ぎではない。本授業の目標は、科学技術化した社会における諸問題およびその将来について、

文・理の別にとらわれず建設的な議論ができるようになるための基本的な知識を身につけることである。 

 

授業の内容（Course Contents） 

第一に、大学、科学、技術それぞれの歴史を振り返り、現代社会における大学と科学技術の関係が成立するまでの経緯を学ぶ。

第二に、科学技術が社会に与えた衝撃と社会の側での対応について、様々な事例を学ぶ。第三に、現代社会における大学と科

学技術がどのような関係にあるかを学ぶ。以上三点を踏まえ、最後にグループワークを行い、社会、大学、科学技術の将来につ

いてのディスカッションと発表を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 大学の歴史 

3. 科学・技術の歴史１ 

4. 科学・技術の歴史２ 

5. 科学技術と戦争 

6. 大学と研究開発 

7. 公害、地球環境問題 

8. トランスサイエンス問題 

9. 大学、科学技術、研究開発１ 

10. 大学、科学技術、研究開発２ 

11. グループワーク１（ディスカッション） 

12. グループワーク２（発表準備） 

13. グループワーク３（発表） 

14. まとめ 

 

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

中間レポートのための読書とグループワークの準備（グループメンバーとのコミュニケーション）。課題図書は授業中に指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業参加度(50%)/中間レポート(30%)/グループワーク(20%) 

ただし，単位取得のためには中間レポートの提出およびグループワークへの参加を必要とする。止むを得ずグループワークに参

加できない場合は、個別に相談すること。 

 

テキスト（Textbooks） 

配布物をテキスト代わりとして授業を行うため、テキストは使用しない。 

 

参考文献（Readings） 

1. 中島秀人、2008、『社会の中の科学』、日本放送出版協会 (ISBN:ISBN978-4-595-30813-0．) 

その他参考文献および中間レポートのための課題図書は、授業中に指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

「科学技術の智プロジェクト報告書」 

（http://www.jst.go.jp/csc/knowledge/investigation/s4a.html） 

 

注意事項（Notice） 
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■FE021 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

化学と社会                       新座 

(Chemistry and Society) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
食糧・エネルギー・環境・安全と化学 

担当者名 

（Instructor） 
藥袋 佳孝(MINAI YOSHITAKA) 

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） 
CMP2500 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

物質理解のサイエンスである化学は様々な新物質の発見あるいは合成とともに発展して来た．人々の生活や社会に物質がどの

ような影響を与えて来たのか，現代社会が直面する食糧などの諸問題と物質との関わり合いについて，より発展的な理解に到達

することを目標とする． 

 

授業の内容（Course Contents） 

化学が対象として来た物質とその社会とのつながりについて，文明の発展を意識しながら，現代に至る道筋をまず学習する．現

代社会の直面する課題として，食糧・エネルギー・環境・安全などの問題を取り上げ，物質との関わり合いについて，自然科学の

立場から考察を加える． 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 錬金術と化学 

3. 科学革命と産業革命 

4. 農薬とその安全姓 

5. 食品添加物 

6. 遺伝子組換 

7. エネルギーと物質 

8. 地球温暖化対策 

9. 原子力発電とその安全性 

10. 水質汚濁 

11. 大気汚染 

12. 戦争と環境 

13. 化学兵器 

14. 核兵器と核鑑識 

 

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

授業で使用するスライドを順次配信するので予習・復習に利用して欲しい．教科書は使用しない．参考文献として記した参考書に

ついては 14 回の授業の内，およそ 4 回で使用する． 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(75%)/中間レポート(25%) 

試験については資料などの持ち込みは認めない． 

 

テキスト（Textbooks） 

資料として，授業で使用するスライドを順次配信する． 

 

参考文献（Readings） 

1. 渡辺範夫・薬袋佳孝、2004、『あなたが捉える化学の世界』、三共出版 (978-4-7827-0475-2 C3043) 

その他，授業時に指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FE101 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

数学の世界 

(World of Mathematics) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
２項係数と関係する組合せ論とその応用 

担当者名 

（Instructor） 
筧 三郎(KAKEI SABUROU) 

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） 
CMP2500 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

２項係数に関係した組合せ論，および関連する題材の中からいくつかのトピックを選んで解説することで，そこに現れる数学的構

造にふれることを目的とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

高校数学の「順列・組合せ」でも学んだように，ある条件を満たす場合の数を調べることは，数学的に興味深い問題である。その

ような題材を研究する分野は「数え上げ組合せ論」と呼ばれ，さまざまな数学と関連するだけでなく，諸分野への応用を持つ。こ

の講義では，２項係数と関連する題材の中からいくつかのトピックを選んで解説することで，そこに現れる数学的構造にふれるこ

とを目的とする。近年の数学的話題として「巡回篩現象」を紹介し，また，顕著な応用例である「２項モデルと金融派生商品」という

話題も扱う予定である。予備知識としては高校２年次までの数学の知識全般を仮定し，それ以外の必要事項に関しては，講義中

に適宜準備をしながら解説を行っていく予定である。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. ２項係数の定義と基本的性質（高校数学の復習） 

3. ２項定理と２項分布 

4. ２項モデルと金融派生商品(1) 

5. ２項モデルと金融派生商品(2) 

6. 格子経路の組合せ論(1) 

7. 格子経路の組合せ論(2) 

8. カタラン数に関連する組合せ論(1) 

9. カタラン数に関連する組合せ論(2) 

10. ２項係数の q-類似(1) 

11. ２項係数の q-類似(2) 

12. 巡回篩現象(1) 

13. 巡回篩現象(2) 

14. 期末テスト 

 

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

高校で学ぶレベルの数学の知識全般は既知とする。 

特に，「場合の数と確率」（数学 A） 

また，文字式を用いた長い計算を厭わずに実行する根気も要求する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(40%)/小テスト（複数回）(30%)/講義内での演習(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

指定しない。 

 

参考文献（Readings） 

授業中に紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FE102 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

数学の世界 

(World of Mathematics) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
負の数の歴史：（マイナス）×（マイナス）はどうして（プラス）なのか 

担当者名 

（Instructor） 
中根 美知代(NAKANE MICHIYO) 

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） 
CMP2500 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

負の数が取り込まれ、意味づけられ、計算規則が整備される歴史を学ぶことにより、数学という学問の特性の一端に触れ、数学

への理解を深めていく。 

 

授業の内容（Course Contents） 

古代中国で負の数が導入された経緯、インドでの理解、ヨーロッパへ移入されて以来のさまざまな論争を通じて、その概念が深

化していく過程、19 世紀に計算規則が確立されていく状況を見ていく。これらを通じて、負の数の理解は、数学という学問の変化

を受けて進んでいくことを学ぶ。そのうえで、「数学」は、「数学を使う科学」とは大きく異なる学問的特徴を持っていることを論じ

る。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 負の数はなぜ不思議なのか 

2. 古代中国の数学と『九章算術』 

3. インドでの零と負の数 

4. 2 次方程式の復習・複素数とはなにか 

5. イスラームの代数学と負の数・負の数のヨーロッパへの移入 

6. ルネサンス期の負の数：（マイナス）×（マイナス）＝（マイナス）とした人々 

7. 複素数の導入と負の数 

8. 16-17 世紀：方程式の負の解・複素数解の受容をめぐって 

9. 17 世紀：「無より小さい量」と「あべこべの量」 

10. 18 世紀：ヨーロッパ大陸での負の数の理解(1)：ライプニッツとその周辺 

11. 18 世紀：ヨーロッパ大陸での負の数の理解（2）：ダランベール・オイラー 

12. 負の数の受容：カントの着想・スタンダール『アンリ・ブリュラールの生涯』における負の数の理解 

13. 19 世紀前半：（マイナス）×（マイナス）＝（プラス）の決着 

14. まとめ 

 

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

中学校・高校の数学と世界史の内容を教科書・学習参考書などで確認し、授業中必要な箇所を参照できるようにしておくこと。授

業の進み具合により、随時 Blackboardでも指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(70%)/授業中に出した課題(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特に指定しない。 

 

参考文献（Readings） 

1. 吉田洋一・赤摂也、2013、『数学序説』、ちくま学芸文庫 (ISBN:978-4-480-09558-9) 

2. 吉田洋一、2012、『零の発見』、岩波新書 (ISBN:4-00-400013-0) 

3. A.マルティネス、2006、『負の数学』、青土社 (ISBN:4-7917-6313-0) 

授業中に適宜追加する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

Blackboard を毎週必ず確認すること。授業中の私語・情報機器の使用については厳格に対処する。 

 

注意事項（Notice） 
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■FE103 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

数学の世界 

(World of Mathematics) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
確率と統計 

担当者名 

（Instructor） 
大下 範幸(OOSHIMO NORIYUKI) 

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） 
CMP2500 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

確率と統計の基本的な考え方を理解し、活用のための基礎知識を習得する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

確率や統計は、日常接することもある概念で、実際の社会生活に応用されることも少なくない。一方、あいまいな理解のまま、誤

って使用されている場合もある。この授業では、正しい考え方および初歩的な適用方法を講義する。高等学校における教育程度

の数学に関して、基礎的な知識を持っていることを前提とする。講義形式で行うが、履修者の理解を助けるため演習も交える。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 集合の基礎 

2. 確率の考え方 

3. 期待値 

4. 条件付確率 

5. 確率分布の意味 

6. 二項分布 

7. 幾何分布 

8. Poisson 分布 

9. 正規分布 

10. その他の確率分布 

11. 統計の考え方 

12. 標本 

13. 推定 

14. 検定 

 

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

各回の講義内容は相互に関連しているので、初回からの内容を着実に理解していくことが重要である。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

課題提出４回(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

使用しない。 

 

参考文献（Readings） 

小針晛宏『確率統計入門』（岩波書店） 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FE104 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

宇宙の科学 

(Astronomical Science) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
惑星、ブラックホール、超新星、そしてビッグバン 

担当者名 

（Instructor） 
内山 泰伸(UCHIYAMA YASUNOBU) 

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） 
CMP2500 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

太陽系，銀河系，ブラックホール，そして宇宙の進化を数式を使わずに概観する。最先端技術によって得られた最新の宇宙像に

触れ，広大な宇宙の中で地球人として生きている事実に思いをめぐらせる機会にもする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

太陽系の惑星，銀河系，そして宇宙の大規模構造を最新の観測結果に基づいて概観し，それぞれの天体毎に特徴やトピックス

を数式は極力使わずに解説する。暗黒エネルギーの謎，暗黒物質の謎，宇宙線の謎など，現代天文学の様々な謎に迫る。超新

星爆発やブラックホールといった極限的天体についての最新の知見を重点的に紹介する。天文学者・宇宙物理学者の奮闘や人

間ドラマについても時折触れる。最終回では人工知能の最前線を紹介し，宇宙における知的生命について考えたい。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. われわれの住む宇宙の全体像 

2. 太陽系：火星と木星 

3. 天の川銀河：銀河の基本構造、恒星 

4. 大マゼラン銀河とタランチュラ星雲：星形成領域 

5. ブラックホール天文学 

6. 宇宙の構造：宇宙の膨張，銀河の合体 

7. 第２の地球を探せ：太陽系外惑星の探査 

8. 宇宙の始まり：ビッグバン 

9. 暗黒物質の謎 

10. 宇宙の大爆発：超新星爆発 

11. 元素の起源 

12. 最先端の宇宙観測技術 

13. 宇宙線の謎 

14. 人工知能と宇宙における知的生命 

 

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

講義資料は Blackboard にアップロードする。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(50%)/コメントカード（13 回）(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特に指定しない。 

 

参考文献（Readings） 

1. 岡村定矩、2007、『シリーズ現代の天文学「人類の住む宇宙」』、日本評論社 (ISBN:978-4535607217) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

私語厳禁。私語は周りの迷惑になるので、不本意ながら退室を命ずることがある。 

 

連絡事項は Blackboard を通して周知するので，毎週，確認すること。 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 522 - 

■FE105 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

宇宙の科学 

(Astronomical Science) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
探査による太陽系の理解 

担当者名 

（Instructor） 
中村 正人(NAKAMURA MASATO) 

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） 
CMP2500 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

我々の太陽系に属する惑星探査の歴史、及び、その最新像を理解する事を目標とする 

 

授業の内容（Course Contents） 

太陽系の天体は太陽のそばにある比較的小さな天体、太陽系の外側にある大天体という区別が一般的だが、これだけで無く、

大気を持つ／持たない、磁場を持つ／持たない、重力を持つ／持たないと言った観点でも捉えることが出来る。これらの区別は

特に太陽からのプラズマ流（太陽風）と惑星の相互作用を理解する上で重要であり、授業の前半はこの様な観点から議論を進め

る。シーズン後半では始原天体の探査、固体惑星表面の探査、惑星大気の探査、最後に系外惑星の探索にまで理解を深める。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 太陽とは 

2. 太陽から吹き出すプラズマの風 

3. 太陽風と磁場を持つ惑星の相互作用 

4. オーロラ 

5. 地球の磁気圏の観測 

6. 木星・土星の磁気圏 

7. 太陽風と磁場を持たない惑星の相互作用 

8. 金星・火星と太陽風の相互作用の観測 

9. 彗星 

10. 始原天体探査の意義 

11. 火星表面の探査 

12. 大気を持つ惑星 

13. 金星大気探査の最新成果 

14. 系外惑星の探査 

 

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

特になし 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

中間レポート(30%)/最終レポート(Final Report)(30%)/最終テスト(Final Test)(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. ジョン・エディ、2012、『太陽活動と地球』、丸善 (ISBN:978-4-621-08556-1) 

2. 上出洋介、2002、『オーロラのひみつ』、偕成社 (ISBN:978-4-03-634690-5) 

3. 山下美樹、2017、『「あかつき」一番星のなぞにせまれ！』、文溪堂 (ISBN:978-4-7999-0241-7) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

全てパワーポイントファイルによる 

 

注意事項（Notice） 
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■FE106 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

生命の科学 

(Life Science) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
栄養素から学ぶ生命科学 

担当者名 

（Instructor） 
松山 伸一(MATSUYAMA SHINICHI) 

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） 
CMP2500 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「飽食の時代」と言われて久しい現代において、生命の源である栄養の重要性がおざなりにされ、無自覚な栄養失調が広がって

いる。栄養を通して生命科学を学ぶことによって、生命体としての自分自身に対する「科学の眼」と「持続的な好奇心」を養う。 

 

授業の内容（Course Contents） 

生命科学は、食、健康、美容、医療などを包括する学問である。個々の栄養素について基本事項を学び、栄養素が細胞、組織、

器官、および個体の形成や機能にどのように関わっているのかをわかりやすく解説する。取り上げるテーマは日々の生活や将来

の自分に直結するものばかりで、栄養素や生命科学の予備知識がなくても食、健康、美容、医療などが科学的に理解できるよう

に進めていく。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 栄養の基本 ： まず、食に関する誤った認識を正そう 

2. タンパク質 ： 栄養の中心はタンパク質が担っている 

3. 脂質 ： 怖がらずに油を摂ろう 

4. 糖質 ： 糖質は諸刃の剣 

5. ビタミン ： たかがビタミン、されどビタミン 

6. ミネラル ： 貧血を甘く見るな 

7. 非栄養成分 ： 食物繊維で腸内細菌を育てよう 

8. 物質代謝 ： ダイエットを科学する 

9. 生殖と遺伝 ： 日本の妊娠・出産が危ない 

10. 遺伝子 ： 誰もが自分の遺伝子と向き合う時代 

11. がん ： 生涯罹患率 50％の病を知る 

12. 皮膚 ： 美肌は内側から作られる 

13. 筋肉 ： 筋肉は命の源 

14. 脳・神経 ： 脳は栄養で動いている 

 

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

高校の「生物」などの教科書を参考にして、各回の関連項目を一読しておくこと 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(50%)/授業への取り組みとリアクションペーパーの内容(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

毎回、印刷物を配布する 

 

参考文献（Readings） 

毎回、参考図書を紹介する 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

私語をしないこと 

15 分以上遅刻したら入室しないこと 

 

注意事項（Notice） 
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■FE107 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

生命の科学 

(Life Science) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
栄養素から学ぶ生命科学 

担当者名 

（Instructor） 
松山 伸一(MATSUYAMA SHINICHI) 

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） 
CMP2500 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「飽食の時代」と言われて久しい現代において、生命の源である栄養の重要性がおざなりにされ、無自覚な栄養失調が広がって

いる。栄養を通して生命科学を学ぶことによって、生命体としての自分自身に対する「科学の眼」と「持続的な好奇心」を養う。 

 

授業の内容（Course Contents） 

生命科学は、食、健康、美容、医療などを包括する学問である。個々の栄養素について基本事項を学び、栄養素が細胞、組織、

器官、および個体の形成や機能にどのように関わっているのかをわかりやすく解説する。取り上げるテーマは日々の生活や将来

の自分に直結するものばかりで、栄養素や生命科学の予備知識がなくても食、健康、美容、医療などが科学的に理解できるよう

に進めていく。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 栄養の基本 ： まず、食に関する誤った認識を正そう 

2. タンパク質 ： 栄養の中心はタンパク質が担っている 

3. 脂質 ： 怖がらずに油を摂ろう 

4. 糖質 ： 糖質は諸刃の剣 

5. ビタミン ： たかがビタミン、されどビタミン 

6. ミネラル ： 貧血を甘く見るな 

7. 非栄養成分 ： 食物繊維で腸内細菌を育てよう 

8. 物質代謝 ： ダイエットを科学する 

9. 生殖と遺伝 ： 日本の妊娠・出産が危ない 

10. 遺伝子 ： 誰もが自分の遺伝子と向き合う時代 

11. がん ： 生涯罹患率 50％の病を知る 

12. 皮膚 ： 美肌は内側から作られる 

13. 筋肉 ： 筋肉は命の源 

14. 脳・神経 ： 脳は栄養で動いている 

 

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

高校の「生物」などの教科書を参考にして、各回の関連項目を一読しておくこと 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(50%)/授業への取り組みとリアクションペーパーの内容(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

毎回、印刷物を配布する 

 

参考文献（Readings） 

毎回、参考図書を紹介する 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

私語をしないこと 

15 分以上遅刻したら入室しないこと 

 

注意事項（Notice） 
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■FE108 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

生命の科学 

(Life Science) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
動物発生の仕組み 

担当者名 

（Instructor） 
木下 勉(KINOSHITA TSUTOMU) 

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） 
CMP2500 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

生命の基本単位である「細胞」を出発点として，多細胞動物の誕生の仕組みを理解する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

多細胞動物の体は，様々な役割分担をもつ細胞が集まってできた細胞の社会である。個々の細胞は，受精卵という一つの細胞

に起源をもち，細胞の分裂と分化を繰り返しながら誕生してくる。本講義では， 複雑な構造と機能を備える多細胞動物がどの様

に誕生するのか，生命誕生の過程を「発生」，「進化」という二つの視点から解説する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 生命科学と技術 

2. 細胞と DNA 

3. クローン生物 

4. ゲノムと遺伝子 

5. 細胞分化 

6. 遺伝子発現 

7. 細胞の接着と運動 

8. 多細胞動物の設計 

9. 四肢の作り方 

10. 組織再生 

11. ゲノムの保存 

12. ゲノムの倍化 

13. 進化と適応 

14. 設計図の改変 

 

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

事前に Blackboardから教材資料をダウンロードする。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(70%)/授業内の小テスト(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

教科書は指定しない。毎回、教材を配布する。 

 

参考文献（Readings） 

授業内で紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FE109 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

生命の科学 

(Life Science) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
生命とは何か：遺伝子から個体、そして社会まで 

担当者名 

（Instructor） 
池渕 万季(IKEBUCHI MAKI) 

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） 
CMP2500 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

生命科学の知識や技術が現在の社会とどう関わり，どのような影響を与えるのかを理解し，考察する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

個体レベルから細胞レベルまで，生命科学に関して広く理解する。その上で，生命科学的技術が我々の社会にどう貢献している

のかを知り，今後何ができるのかを考える。義務教育以来，生命科学分野になじみのない学生にもわかりやすく，かつ，最新の

生命科学現象にも触れられるような構成にする。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 講義の流れの説明 

2. 社会その１ 動物のコミュニケーション１：音声によるコミュニケーション、視覚によるコミュニケーション 

3. 社会その 2 動物のコミュニケーション 2：嗅覚によるコミュニケーション、複数の感覚を利用したコミュニケーション 

4. 社会その 3 環境：我々を取り巻く環境と生命の関わりについて 

5. 神経その１ 神経細胞：神経細胞の構造と機能、神経細胞間の情報伝達 

6. 神経その 2 脳：脳の構造と機能、脳の進化 

7. 神経その 3 脳：感覚と運動、記憶 

8. 神経その 4 行動の制御：内分泌(ホルモン) など 

9. 神経その 5 脳科学の社会的インパクト：脳科学と医療、脳と機械の接続 

10. 細胞・遺伝その１ 遺伝：遺伝情報とその伝達について 

11. 細胞・遺伝その 2 遺伝（応用）：分子遺伝学の研究方法、生命医学 

12. 細胞・遺伝その 3 細胞：細胞の構造と機能、細胞生物学の研究方法 

13. 細胞・遺伝その 4 細胞（応用）：生殖医学、細胞に関する医療と社会 

14. まとめ 

 

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

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)(90%)/出席兼コメントペーパー(10%) 

 

テキスト（Textbooks） 

講義時に資料配付。 

 

参考文献（Readings） 

講義時に適宜紹介。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FE110 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

物質の科学 

(Science of Matter) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
時間と空間の科学/常識を疑ってみる 

担当者名 

（Instructor） 
村田 次郎(MURATA JIRO) 

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） 
CMP2500 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2016 年度以降 1 年次入学者対象科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

私たちは、縦横高さの三次元空間の中で、過去から未来へと時間が流れる世界に生きていると信じています。しかし、それは本

当でしょうか。本授業では、これらの考えを科学的に多方面から疑って、最先端の科学へとつなげることを目標とします。 

 

授業の内容（Course Contents） 

私たちの世界観の最も基礎となる知識は、科学的に得られてきたものが多々あります。例えば、私たちは何故、空間が三次元だ

と思っているのでしょうか？どうして、時間が流れると思っているのでしょうか。この授業では、この様な、基礎的な世界観を支える

科学的な根拠と、それを疑い続ける現代科学の最前線を紹介します。特に、流れ続ける時間の中である時期だけ、自分が生きて

いるという当たり前の人生観について考察します。授業内では、多くのグループワークを通じて、自分たちで議論し、簡単な実験

を含めて確認して理解できる様にします。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション：時間は流れていない 

2. 鏡の左右逆転についての問題提起 

3. 鏡の機能 

4. 右と左 

5. 物理法則と左右の定義１ 

6. 物理法則と左右の定義２ 

7. 主観と客観、時間の止まった世界 

8. 相対性理論 

9. エントロピーの法則１ 

10. エントロピーの法則２ 

11. 自己組織化・生命の時間 

12. 量子力学の時間 

13. 時間の流れの正体 

14. 四次元以上の宇宙を探る 

 

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

授業時に指示する課題等 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(30%)/課題レポート(20%)/授業参加度(50%) 

授業時に指示する課題とレポート，出席等の授業参加度に基づく評価(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 村田次郎、2011、『「余剰次元」と逆二乗則の破れ』、講談社 (ISBN:978-4062577168) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FE111 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

物質の科学 

(Science of Matter) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
宇宙を構成する物質と非物質 

担当者名 

（Instructor） 
小谷 太郎(KOTANI TAROU) 

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） 
CMP2500 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2016 年度以降 1 年次入学者対象科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

この宇宙が何からできているか、現代科学の成果に基づいて概観します。 

私たちが宇宙のどのような歴史の結果存在しているのか知ることと、身近な物質の構造が理解できることが目標です。 

物理や化学や地学を既習かどうかは問いません。 

 

授業の内容（Course Contents） 

この宇宙は何からできているか、私たちが何からできているか知りたいという好奇心は、科学の最初の動機であり、最終的な目

標です。ここ 400 年間の科学のめざましい進展により、物質を構成する原子の構造から宇宙の進化の過程まで、多くの現象が説

明できるところまできました。しかし最近得られた観測データは、宇宙に正体不明の膨大なエネルギーが満ちていることを示唆し

ています。人類は宇宙の数パーセントしか知らないことが明らかとなってしまいました。 

 

私たちが現在何を知っていて何を知らないのか、科学の進展を振り返りながら概説します。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 原子論 

2. 周期表 

3. 元素合成〜イントロ 

4. 原子核 〜壊変・半減期 

5. 原子核 〜壊変モード 

6. 原子核 〜核分裂・放射能 

7. 電磁波  

8. 素粒子物理 〜ニュートリノと超新星 

9. 元素合成 〜恒星進化・中性子星合体 

10. 元素合成 〜人工元素・ニホニウム 

11. 素粒子物理〜クォーク 

12. 素粒子物理〜レプトン、ゲージボソン 

13. 宇宙物理 〜宇宙の階層構造とダーク・マター 

14. 宇宙物理 〜宇宙膨張とダーク・エネルギー 

 

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

授業は復習しましょう。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/出席および授業参加度(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特に指定しません。 

 

参考文献（Readings） 

適宜指示します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FE112 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

身近な物質の化学 

(Chemistry of Familiar Materials) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
サイズの概念に基づく物質の性質の統一的理解 

担当者名 

（Instructor） 
枝元 一之(EDAMOTO KAZUYUKI) 

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） 
CMP2500 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2016 年度以降 1 年次入学者対象科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「なぜリンゴは赤いのか」から「なぜ二酸化炭素は温室効果ガスなのか」まで、身の回りにおける様々な物質の示す性質の起源に

ついて、「サイズ」という概念による統一的理解を得ることを目指す。 

 

授業の内容（Course Contents） 

前半は、「サイズ」の概念について、様々な例をもとに解説する。それに基いて、物質の基本構成要素である原子・分子とはどの

ようなものであるのかを学ぶ。後半は、身の回りの物質の示す性質（適量なら酒が無毒であるのはなぜか、石けんでなぜ汚れが

落ちるか、温室効果ガスとは何か、など）が、「サイズ」の概念により統一的に説明できることを紹介する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 絶対的なサイズ 

2. 粒子と波動 

3. 光とは－波なのか粒子なのか 

4. 電子とは－粒子なのか波なのか 

5. 水素原子とその歴史 

6. サイズの概念に基づく水素原子の理解 

7. 一般の原子 

8. 分子とは何か－何が原子同士を結びつけるのか 

9. 分子とは何か－分子の形はどう決まるのか 

10. ビールと石けん 

11. 脂肪とコレステロール 

12. 温室効果ガス 

13. 芳香族分子（ベンゼンとナフタレン） 

14. 電気を通すものと通さないもの 

 

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

教科書を用いた予習を行うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. マイケル・D・フェイヤー、2013、『絶対微小』、化学同人 (ISBN:978-4-7598-1546-7) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FE113 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

身近な物質の化学 

(Chemistry of Familiar Materials) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
化学物質の機能と世の中との関わり 

担当者名 

（Instructor） 
宮里 裕二(MIYAZATO YUJI) 

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） 
CMP2500 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2016 年度以降 1 年次入学者対象科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

・身近な物質のしくみや性質を理解できるようにする 

・化学物質の形（構造）に基づいた、化学的視点で化学物質の性質を理解できるようにする 

・学問としての化学と現代社会がどのように関わり合っているのかを理解できるようにする 

 

授業の内容（Course Contents） 

我々の身のまわりにある様々な物質あるいは化学現象がどのような性質に基づいて利用されているのか、また化学物質が我々

の生活にどのように浸透しており、それらが社会にどのような影響を与えるているかを各回の講義の中でトピックとして紹介する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 原子のその成り立ちと物質 

3. 物質の色 

4. 超分子とよばれる分子 

5. 光合成と呼吸 

6. 薬に利用される化学物質 

7. オゾン層を破壊する物質 

8. 地球温暖化に影響を与える物質 

9. 資源 

10. モルと化学反応 

11. 食品中の化学物質 

12. 放射性物質 

13. 化学物質のメリットとデメリット 

14. まとめと小論文 

 

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

基本的には高校化学程度の知識で理解できるような内容です。高校化学の教科書や一般的なサイエンストピックの書籍（テレビ）

などを自分で探し日頃から関心を持つようにして下さい。 

各回の講義内容について書籍やインターネットなどから事前に関連トピックを把握していると良いです。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

コメントカード兼出席票(80%)/最終テスト(Final Test)(10%)/レポート(10%) 

如何なる理由に関わらず、欠席回数が４回を超えたものについてはＤ評価とする。ただし、３回以内の欠席でも最後の小論文を

提出しなかった場合も D 評価とするので注意すること。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FE114 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

化学と自然 

(Chemistry and Nature) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
地球と人間生活における化学 

担当者名 

（Instructor） 
森本 正和(MORIMOTO MASAKAZU) 

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） 
CMP2500 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

自然界で起こる現象や，生活の中で利用される物質・材料，環境・エネルギー問題などにおける化学の役割について学ぶ。自然

を身近に感じながら地球と人間生活の未来について考えていくための知的基盤をつくる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

まず，化学に関して考察する上で重要な原子構造・元素周期表・化学結合・化学反応などについて概説する。その後，大気をはじ

めとする地球環境，電池・プラスチック・光電子デバイスに用いられる身近な物質・材料，生命・健康に関わる生体関連物質などを

題材として，地球や人間生活と化学との関係について講義する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. はじめに，原子の構造と元素周期表 

2. 化学結合 

3. 化学反応 

4. 地球環境と化学（１） 

5. 地球環境と化学（２） 

6. 地球環境と化学（３） 

7. まとめ（１） 

8. 化学電池・エネルギー（１） 

9. 化学電池・エネルギー（２） 

10. 高分子・有機機能材料（１） 

11. 高分子・有機機能材料（２） 

12. 生命・健康と化学（１） 

13. 生命・健康と化学（２） 

14. まとめ（２） 

 

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

高等学校で学習した化学の教科書の内容をあらかじめ復習しておくとよい。 

授業中に学習した内容を復習する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(80%)/授業中に指示する提出物(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業中に資料を配布する。 

 

参考文献（Readings） 

必要に応じて授業中に紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

板書・プリント資料・視覚教材（スクリーン投影）を用いる。 

提出物（課題など）について授業中に解説し，フィードバックを行う。 

 

注意事項（Notice） 
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■FE115 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

化学と自然 

(Chemistry and Nature) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
自然界と現代社会における化学の役割 

担当者名 

（Instructor） 
三井 正明(MITSUI MASAAKI) 

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） 
CMP2500 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

身近な現象から環境・資源・エネルギー・生命・健康・くらしにいたるまで、化学がどのように関わっているかを概観し、自然界や現

代社会における化学の役割について理解する。最先端科学を通じて今後の我々の生活がどう変わっていくのか？を学び、今後

我々がどのような社会を目指していくべきなのか？を一人一人が考える。 

 

授業の内容（Course Contents） 

身近な現象の化学からナノサイエンス・ナノテクノロジー、太陽電池、光合成、遺伝、バイオミメティクスなどを題材として最先端化

学について講義する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 化学とは？、元素の周期表 

2. アボガドロ定数 

3. ナノサイエンスとナノテクノロジー 

4. 小さな物質の化学：クラスターとナノ粒子 

5. 電池の化学： 燃料電池と水素社会 

6. 太陽電池の化学（１） 

7. 太陽電池の化学（２） 

8. 光合成の化学（１） 

9. 光合成の化学（２） 

10. 生命と健康の化学 

11. 遺伝の化学 

12. 生物模倣の化学 

13. 発光の化学 

14. ノーベル賞と化学 

 

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

必要に応じて授業中に指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席および授業参加度(20%)/授業内課題(80%) 

予告なしに行う授業内課題（20% x 5 回）。ただし、欠席３回以上で D 評価となる。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 日本化学会 編、『化学ってそういうこと』、化学同人 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FE116 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

行動の科学 

(Ethology) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
動物行動学入門 

担当者名 

（Instructor） 
近藤 紀子(KONDO NORIKO) 

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） 
CMP2500 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

進化という考えを正しく理解することを目指す。 

 

授業の内容（Course Contents） 

動物は多様な行動をしているが、それにはどんな意味があるのだろう？本講義では、動物の行動について、その進化的要因に

ついて主に取り上げる。ヒトを含むさまざまな動物を取り上げる。遺伝子の話なども出てくるので中学理科程度の知識はあったほ

うがいいかもしれないが、生物学の専門的知識は特段必要としない。ヒトにしか興味がない場合には受講しないことをお勧めす

る。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 進化とは何か？ダーウィン以前の自然観 

3. 進化とは何か？ ポケモンの「進化」は進化的に見て進化なのか 

4. 配偶システム おしどり夫婦の幻想 

5. 性選択 俺がもてないのは実効性比のせいかもしれない 

6. ヒトの配偶者選択（※受講したらもてるわけではない） 

7. 包括適応度 働きバチは働いて死ぬだけで本当にいいのか 

8. 協力行動 情けは人の為ならず？ 

9. ヒトの心の進化（※受講したらヒトの心が読めるわけではない） 

10. 道具使用 器用な動物たち 

11. 社会行動と文化 文化はヒトだけのものか 

12. コミュニケーション  

13. カラス研究の話 

14. まとめ 

 

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

授業内で指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(99%)/コメントペーパー(1%) 

毎回コメントペーパーを書いてもらうことになります。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FE118 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

行動の科学 

(Ethology) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
動物および人間行動の進化 

担当者名 

（Instructor） 
入江 尚子(IRIE NAOKO) 

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） 
CMP2500 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

動物および人間行動を科学的に分析し，客観的に評価することを学ぶ。また，進化論を正しく理解し，動物行動の適応的意義を

理解する。そのうえで、生物の 1種として、ヒトがどのように現在のような特性を獲得してきたのかを考え、現代社会にみられる社

会問題について、生物学的アプローチを試みる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

スライドとビデオを使用し，進化論と動物行動の適応的意義について講義する。また，最新の論文などを紹介する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 進化思想の歴史 

3. 自然淘汰 

4. 性淘汰 

5. 性淘汰２ 

6. 血縁淘汰～アリの社会の進化 

7. 互恵的利他行動～親切の進化 

8. 行動の原因としくみ 

9. 情報とコミュニケーション 

10. 情報とコミュニケーション２ 

11. 人間行動の進化 

12. 人間の社会問題への生物学的アプローチ 

13. 映画に見る進化論の誤り 

14. 授業総括 

 

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

必要に応じて授業内で指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. カール・ジンマー、『進化～生命のたどる道』、岩波書店 

 

参考文献（Readings） 

1. 長谷川寿一・長谷川眞理子、『進化と人間行動』、東京大学出版 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FE119 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

生命の歩み 

(Origin of Life) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
40 億年にわたる生命と地球の共進化 

担当者名 

（Instructor） 
更科 功(SARASHINA ISAO) 

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） 
CMP2500 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

地球上の生物は，約四十億年前のただ一種の生物から進化してきた歴史的存在であるという観点にたって，現在の生物の複雑

性と多様性を理解する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

生命は地球の環境に適応して進化してきた反面，地球の環境を作り上げてもきた。そのような生命と地球の共進化の歴史を，な

ぜそういうことが分かるのかという方法論もふくめて，様々な角度（化石，現生生物，惑星科学など）から解説する。また、生命の

歩みは偶然の出来事（隕石の衝突など）によっても大きな影響を受けたことも理解してもらう。講義は板書形式でおこなうが，パワ

ーポイントも併用する。毎回講義の最後に，ノート参照可の簡単な小テストをおこない，小テストの提出をもって出席とする。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 生命の起源 

2. 最古の化石 

3. 地球の全生物の共通祖先 

4. 光合成 

5. 真核生物 

6. 多細胞生物 

7. カンブリア紀の爆発 

8. 生物の陸上進出 

9. 大量絶滅 

10. 恐竜の時代 

11. 巨大隕石の衝突 

12. 哺乳類の繁栄 

13. 人類の進化 

14. 地球外生命の可能性 

 

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

講義の性質上，以前の講義で説明した語句（時代や生物の名前など）が頻出するので，少なくとも前回のノートを見直しておくこ

と。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(60%)/小テスト(1 回目～13 回目は各 3％、14 回目は 1％）(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 更科功、2012、『化石の分子生物学』、講談社 (ISBN:978-4-06-288166-1) 

2. 更科功、2016、『爆発的進化論』、新潮社 (ISBN:978-4-10-610685-9) 

3. 更科功、2016、『宇宙からいかにヒトは生まれたか』、新潮社 (ISBN:978-4-10-603781-8) 

4. 更科功、2016、『絵でわかるカンブリア爆発』、講談社 (ISBN:978-4-06-154779-7) 

5. 更科功、2018、『絶滅の人類史』、NHK出版 (ISBN:978-4-14-088541-3) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FE121 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

生命の歩み 

(Origin of Life) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
40 億年にわたる生命と地球の共進化 

担当者名 

（Instructor） 
更科 功(SARASHINA ISAO) 

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） 
CMP2500 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

地球上の生物は，約四十億年前のただ一種の生物から進化してきた歴史的存在であるという観点にたって，現在の生物の複雑

性と多様性を理解する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

生命は地球の環境に適応して進化してきた反面，地球の環境を作り上げてもきた。そのような生命と地球の共進化の歴史を，な

ぜそういうことが分かるのかという方法論もふくめて，様々な角度（化石，現生生物，惑星科学など）から解説する。また、生命の

歩みは偶然の出来事（隕石の衝突など）によっても大きな影響を受けたことも理解してもらう。講義は板書形式でおこなうが，パワ

ーポイントも併用する。毎回講義の最後に，ノート参照可の簡単な小テストをおこない，小テストの提出をもって出席とする。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 生命の起源 

2. 最古の化石 

3. 地球の全生物の共通祖先 

4. 光合成 

5. 真核生物 

6. 多細胞生物 

7. カンブリア紀の爆発 

8. 生物の陸上進出 

9. 大量絶滅 

10. 恐竜の時代 

11. 巨大隕石の衝突 

12. 哺乳類の繁栄 

13. 人類の進化 

14. 地球外生命の可能性 

 

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

講義の性質上，以前の講義で説明した語句（時代や生物の名前など）が頻出するので，少なくとも前回のノートを見直しておくこ

と。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(60%)/小テスト(1 回目～13 回目は各 3％、14 回目は 1％）(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 更科功、2012、『化石の分子生物学』、講談社 (ISBN:978-4-06-288166-1) 

2. 更科功、2016、『爆発的進化論』、新潮社 (ISBN:978-4-10-610685-9) 

3. 更科功、2016、『宇宙からいかにヒトは生まれたか』、新潮社 (ISBN:978-4-10-603781-8) 

4. 更科功、2016、『絵でわかるカンブリア爆発』、講談社 (ISBN:978-4-06-154779-7) 

5. 更科功、2018、『絶滅の人類史』、NHK出版 (ISBN:978-4-14-088541-3) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FE122 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

人類の進化 

(Human Evolution) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
現生人類の誕生から日本列島にヒトが定住するまで 

担当者名 

（Instructor） 
楠本 彩乃(KUSUMOTO AYANO) 

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） 
CMP2500 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

人類揺籃の地アフリカを出てからのホモサピエンスの拡散の様子を辿りながら，『自分はどこから来たのか？』について概観す

る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

人類の誕生と拡散，やがて人種形成を経て日本列島へとヒトが移住を始めるに至るまでの経緯を辿る。とくに，日本人について

は，生物学的多様性に関する様々な科学的データを提示しながら，そのルーツについて多角的に検証してゆく。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 現生人類の誕生まで 

2. ネアンデルタール人 

3. ミトコンドリアＤＮＡとＹ染色体ＤＮＡ 

4. 人種とは 

5. 人類の拡散とその時期（１） 

6. 人類の拡散とその時期（２） 

7. 北方系モンゴロイドの肉体的特徴（１） 

8. 北方系モンゴロイドの肉体的特徴（２） 

9. 日本人の形成 

10. 日本人の多様性（１）骨，歯 

11. 日本人の多様性（２）プロポーション 

12. 日本人の多様性（３）遺伝 

13. 日本人の多様性（４）ウィルス 

14. 日本人の多様性（５）酵素 

 

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

講義中に適時説明する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

とくに指定しない。 

 

参考文献（Readings） 

講義中に適時紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FE123 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

地球の理解 

(Understanding of the Earth) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
地球の成り立ちと地球科学的諸現象 

担当者名 

（Instructor） 
三部 賢治(MIBE KENJI) 

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） 
CMP2500 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

地球の起源と進化，構造や地球科学的諸現象について学ぶ。これらの事実がどの様な観測や実験から導かれたかを理解するこ

とを通じ，科学的思考力を養う。同時に，地球規模で起こる現象，災害や環境問題などについて考えることを通じて，地球人とし

て生きていくための自覚と素養を身につける。 

 

授業の内容（Course Contents） 

地球がどの様に誕生して進化してきたか，構造はどうなっているのか，地表や地球内部で起こる様々な地球科学現象がどういっ

た仕組みで起こるのか等について映像や写真をまじえながら紹介する。それぞれの内容に関し，それがどういった観測や実験に

基づいて明らかにされてきたのかについて解説する。教科書等に記載されている基礎的内容のみならず，専門誌に発表された

ばかりの最新の研究成果についても紹介していく。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 地球の原材料と地球集積過程 

2. 地球中心核と月の形成 

3. 大気と海洋の起源 

4. 地球の内部構造 

5. 固体地球を構成する物質 

6. プレートテクトニクス 

7. 火山とマグマ 

8. 地震と断層 

9. 日本列島の成り立ち 

10. 地球表層の環境 

11. 水と二酸化炭素の循環 

12. 気候変動 

13. 生命の起原と地球外生命探査 

14. 生命の進化と大量絶滅 

 

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

１．自然科学に関連するテレビ番組を見たり，新聞記事等を読んだりしてみる。 

２．授業内容に関連する博物館等の関連施設に行ったり，自然を実際に見に行ってみる。 

３．授業で学んだ内容について，ご家族やご友人と話し合ってみる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(50%)/出席兼リアクションペーパーの内容(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特に指定しない。 

 

参考文献（Readings） 

1. 在田一則・竹下徹・見延庄士郎・渡部重十、2015、『第 2 版・地球惑星科学入門』、北海道大学出版会 (ISBN:978-

4832982192) 

2. 酒井治孝、2016、『地球学入門 第 2 版: 惑星地球と大気・海洋のシステム』、東海大学出版会 (ISBN:978-4486020998) 

3. 大谷栄治・掛川武、2005、『地球・生命－その起源と進化』、共立出版 (ISBN:978-4320046450) 

4. ロバート・ヘイゼン、2014、『地球進化 46 億年の物語』、講談社 (ISBN:978-4062578653) 

5. 佐野貴司、2015、『地球を突き動かす超巨大火山 新しい「地球学」入門』、講談社 (ISBN:978-4062579254) 

6. 藤岡換太郎・平田大二、2014、『日本海の拡大と伊豆弧の衝突―神奈川の大地の生い立ち』、有隣堂 (ISBN:978-

4896602173) 

7. 唐戸俊一郎、2017、『地球はなぜ「水の惑星」なのか 水の「起源・分布・循環」から読み解く地球史』、講談社 (ISBN:978-4-
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06-502008-1) 

 

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で，映像資料や現物資料なども適宜活用する。 

リアクションペーパーについては，次回以降の授業時にフィードバックを行う場合がある。 

 

注意事項（Notice） 
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■FE124 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

情報科学Ａ 

(Information Science A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
身の回りの支える情報科学 

担当者名 

（Instructor） 
佐藤 尚(SATOU HISASHI) 

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） 
CMP2500 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2006 年度以降 1 年次入学者対象科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

情報のデジタル化に関わる基本的な事項を理解できるようになる。 

コンピュータやマルチメディア情報処理の基礎にある仕組みを理解できるようになる。 

人工知能に関わるの基本的な仕組みを理解できるようになる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

情報処理の「仕組みや原理の理解」を目的として， 情報のデジタル化の概念からコンピュータの基本的な機構，マルチメディアシ

ステム、人工知能の基礎な事項などについて学ぶ。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. コンピュータの仕組みその 1 

2. コンピュータの仕組みその 2 

3. 情報のデジタル化とマルチメディアの特徴 

4. コンピュータシステムその 1 

5. コンピュータシステムその 2 

6. コンピュータグラフィックスと画像処理その 1 

7. コンピュータグラフィックスと画像処理その 2 

8. コンピュータグラフィックスと画像処理その 3 

9. ゲームとインターフェースその 1 

10. ゲームとインターフェースその 2 

11. 人工知能その 1 

12. 人工知能その 2 

13. 人工知能その 3 

14. 情報社会の未来 

 

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

参考文献や中間レポート課題などは Blackboard上で告知する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

中間レポート(35%)/授業内で行う小テスト(25%)/最終レポート(Final Report)(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特定のテキストは使用しない。 

 

参考文献（Readings） 

授業中や Blackboardで告知する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FE125 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

情報科学Ａ 

(Information Science A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
マルチメディア基礎講義 

担当者名 

（Instructor） 
古賀 ひろみ(KOGA HIROMI) 

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） 
CMP2500 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2006 年度以降 1 年次入学者対象科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

マルチメディアにおける情報のデジタル化、コンピューティング、処理、情報システムの利用などの仕組みや原理の理解について

学ぶことで，マルチメディアのための素材を活用するのに必要な基礎知識を得ることを目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

デジタルデータにおける数値，文字，画像，音声，動画などの表現方法とその利点や理論的背景を通して，用途・目的に応じたデ

ータの特性について学ぶ。また， ハードウェアを構成する機器の役割やプログラム，OSの機能についても学習することでデータ

処理の概要についても学ぶ。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. マルチメディア・アナログデータとデジタルデータ 

2. デジタルデータへの変換と 2 進数の計算 

3. 2 進数利用の利点・ブール代数と論理演算回路 

4. 情報量の単位と文字コード 

5. 音声の標本化・量子化・符号化 

6. 画像の標本化・量子化・符号化 

7. 動画の構造と提示方式 

8. シャノンの情報エントロピーと可逆圧縮 

9. 情報の不可逆圧縮・画像と音声 

10. ノイマン型コンピュータ・ハードウェアの構成要素と CPU 

11. 半導体の性質と主記憶装置 

12. 補助記憶装置・磁気ディスク 

13. 補助記憶装置-フラッシュメモリと光ディスク 

14. プログラミング言語とスクリプト言語 

 

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

事前に資料を配布するので内容を確認し、疑問点を整理しておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業時に資料を配布する。 

 

参考文献（Readings） 

特に指定しない。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

板書の講義を中心とするが，随時視覚教材も用いる。 

 

注意事項（Notice） 
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■FE126 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

情報科学Ｂ 

(Information Science B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
情報科学と社会の関わり 

担当者名 

（Instructor） 
佐藤 尚(SATOU HISASHI) 

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） 
CMP2500 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2006 年度以降 1 年次入学者対象科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

社会・組織で利用される情報科学的な考え方や情報システムの基礎的な事項を理解できるようになる。 

コンピュータをはじめとする情報機器の利用が人間の社会や組織に与える影響への理解を深める。 

マルチメディアシステムの使われ方・影響などを説明できるようになる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

情報活動が主に人間や社会にかかわる側面について学ぶものであり，コミュニケーションの基礎知識からネットワークなどのマル

チメディアシステムの実際の使われ方・影響などについて学ぶ。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. コンピュータの基礎 

2. コンピュータの社会での利用 

3. アルゴリズムとは 

4. プログラムを作るその 1 

5. プログラムを作るその 2 

6. インターネットその 1 

7. インターネットその 2 

8. インターネットその 3 

9. 情報科学的な発想と社会 

10. 人工知能と社会その 1 

11. 人工知能と社会その 2 

12. 人工知能と社会その 3 

13. マルチメディア技術と社会その 1 

14. マルチメディア技術と社会その 2 

 

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

参考文献や課題などは Blackboard 上で知らせる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/中間レポートその 1(30%)/中間レポートその 2(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特定のテキストは使用しない。 

 

参考文献（Readings） 

授業内において，随時紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FE127 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

情報科学Ｂ 

(Information Science B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
マルチメディア応用講義 

担当者名 

（Instructor） 
古賀 ひろみ(KOGA HIROMI) 

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） 
CMP2500 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2006 年度以降 1 年次入学者対象科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

情報の基本概念、通信における情報とその処理、情報システム、情報と社会との関わりなどについて学ぶことで，ネットワークを

利用したマルチメディアの応用について考えることを目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

マルチメディアの発展はネットワーク技術と強く結びついており，またマルチメディアコンテンツはネットワークを通じて利用され，

個人や社会の支援に役立てられる一方で問題点も取りざたされている。 

インターネットの規格，また現状提供されているサービスを実現する仕組みについて学ぶことでその仕組みが内包する利点と問

題点について学習し，情報環境との関わり方について考える。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. インタラクティビティとコンピュータ・ネットワーク 

2. インターネットの特徴と歴史 

3. 資源共有とネットワークプロトコル―TCP／IPの階層構造 

4. ネットワークインターフェース層―機器・信号・アドレス 

5. ネットワークインターフェース層―フレームと集線器 

6. インターネット層―パケットによる通信の利点とベストエフォート 

7. インターネット層―IPアドレスの割り当て 

8. インターネット層―ルータによる経路決定 

9. パケットロスとエラー対応プロトコル 

10. トランスポート層―確実性重視と効率重視のプロトコル 

11. トランスポート層―ポート番号の役割と利用 

12. クライアント-サーバ型ネットワークと P2P 

13. アプリケーション層のプロトコルと DNS 

14. ネットワークを介した情報収集・分析・利用の利点と問題点―IoT，ビッグデータ，AI 

 

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

事前に資料を配布するので内容を確認し、疑問点を整理しておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業時にプリント類を配布する。 

 

参考文献（Readings） 

授業内において，適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

板書の講義を中心とするが，随時視覚教材も用いる。 

 

注意事項（Notice） 
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■FE130 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自然環境の保全 

(Nature conservation) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
自然遺産と文化の多様性を保全する生物多様性保全の考え方 

担当者名 

（Instructor） 
永石 文明(NAGAISHI FUMIAKI) 

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） 
CMP2500 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

自然環境と野生生物の危機にどう対処すればいいのか、生態系の機能と価値を、未来に残すべき遺産として科学する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

大規模な開発や都市化の影響で特に発展途上国では森や川などの豊かな自然がなくなり、それにあわせて地域社会の文化も

衰退している。日本も例外ではない。自然遺産と文化の多様性を守るために、人はどのように行動すればいいのかを探る。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. ヤンバルクイナの生息する沖縄イタジイの森-国頭村における自然再生 

3. ニシローランドゴリラと熱帯林-アフリカ熱帯林における森林開発と生物多様性保全 

4. 食と生物多様性-調達先における野生生物生息地の現状と保全への取り組み 

5. コバタンとインドネシアの森-鉱山開発と地域再生への取り組み 

6. 里山の生物多様性保全-里山における自然再生とコミュニティ形成 

7. サイチョウの生息する熱帯アジア-タイにおける住民参加によるサイチョウ保護活動 

8. 都市生態系の現状-エコロジカル・ネットワークと野生生物との共存の可能性 

9. 国立公園におけるエコツーリズム-野生生物の保全に有効な取り組み 

10. 淡水魚の生息環境の現状-在来種と外来種のせめぎ合う国内河川と自然再生 

11. 農業と生物多様性-環境農業における自然と文化の保全への取り組み 

12. 英国ナショナルトラストに学ぶ-伝統的な景観再生と野生生物 

13. 海の環境保全に配慮した行動とは？-漁法と養殖における生物多様性保全 

14. 動物園における環境教育とは?-動物園の環境教育事業の国内外比較 

 

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

予習・復習範囲や課題は Blackboardで知らせる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度(25%)/授業態度(25%)/出席兼コメントペーパー(40%)/最終の小レポート(10%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 後藤俊彦・薗田綾子監修、2009 年、『サステナビリティと本質的 CSR』、三和書籍 (ISBN978-4-86251-062-4C3030) 

2. Millennium Ecosystem Assessment 編、2007 年、『生態系サービスと人類の将来』、オーム社 (ISBN978-4-274-20380-

0C3050) 

3. 大沼あゆみ・栗山浩一編、2015 年、『生物多様性を保全する』、岩波書店 (ISBN978-4-00-028794-4C0333) 

4. 市川昌弘編、2013 年、『ボルネオの里の環境学』、昭和堂 (ISBN978-4-8122-1319-3C3036) 

5. 沖縄生物研究会編、2012 年、『フィールドガイド沖縄の生きものたち』、新星出版 (ISBN978-4-905192-30-5C0645) 

6. K.ローレンツ、1973 年、『文明化した人間の八つの大罪』、新思索社 (ISBN4-7835-0212-9C0045) 

7. アレックス・カー、2002 年、『犬と鬼』、講談社 (ISBN4-06-208101-6C0036) 

『コンゴ共和国のヌアバレ・ンドキ国立公園および周辺地域における生物多様性保全を考える』報告書.地球環境基金.環境省 

永石文明.「多様なコモンズを活かしたフィールドミュージアムの持続可能性」2016 年.立教大学社会学部応用社会学研究

No.58.P199-211. 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■FE131 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

生物の多様性 

(Biodiversity) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 

キャンパスから広がる生物多様性／身近な自然に目を向け、この地球上における生命

の多様性に知識と意識を広げる 

担当者名 

（Instructor） 
多田 多恵子(TADA TAEKO) 

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） 
CMP2500 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

身近な生き物たちの世界に目を向け、映像を見たり自ら観察を行うことで得た体験と発見を通じて、生き物たちの多様で個性的

な生き方に気づき、この地球上の自然と生物多様性に目を向ける。身近な観察から自然科学への扉を開くと同時に、多様性の保

全と共生を考える。 

 

授業の内容（Course Contents） 

講義では、生物多様性の意義、熱帯雨林の生物多様性、海洋島の生物進化、外来種の影響、生物の進化など、重要なテーマを

プリントにして配布するほか、コメントペーパーを通じて寄せられた質問にも回答する。映像や実際の観察を通じて生物の多様な

つくりや生き方をみていく。観察を深めるためにスケッチも行う。キャンパス、地域、日本そして世界の自然と生物へと視野を広げ

ていく中で、生物多様性とその危機、環境教育、保全、自然との共生なども考える。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 見つけよう！身近な自然～学内自然観察～ キャンパスを歩いて、植物や虫や鳥を見つけよう 

2. 観察しよう！身近な生き物～よく見てスケッチ～ 五感を駆使し、さまざまな角度から観察してスケッチを描こう 

3. 探って知ろう！身近な生き物たちの生き方と知恵～ 季節の生き物を観察し、その生きる知恵や工夫を探ってみよう  

4. 地球の自然と生物多様性～熱帯雨林・海洋島など～ 熱帯雨林は生き物の宝庫。海洋島で独自の進化した固有種 

5. 日本の自然と生物多様性 ～日本は南北に長い島国で、高い山も多く、地史的な変遷もあって固有種が多い 

6. 日本の里山～多様性に富む人と自然の共生系～ 古来の里山風景の中に貴重な固有種が守られてきた 

7. 生物多様性を生み出す環境と時間～進化～ 適応と放散、雌をめぐる雄の競争、被食防御、対抗進化など 

8. 多様性の低下～人為の影響と外来種問題～ 自然破壊や乱獲、外来生物の侵入 

9. ことなる生命～個体の個性、遺伝子の多様性～ 生物の種類だけでなく、個体ごとの個性、同種内の遺伝的多様性にも目

を向ける 

10. つながる生命～共生と連鎖のネットワーク～ 共生、寄生、食物連鎖、競争 

11. 生き物それぞれの生き方～戦略、ライフスケジュール～ 生き方の多様性 

12. つながりの破壊と分断～生態系の崩壊と絶滅～ 授業では地球規模の環境問題については深く取り上げないが、各自考

えてほしい 

13. 蘇れ！失われた自然～生物多様性の保全と復元～ 生物多様性に関わる研究や取り組みを紹介し、将来に向けて何をす

べきか考える 

14. 伝えたい！自然体験と環境教育～ 自然体験を通じて得た楽しさや発見や経験や知識。世代を越えて伝えよう 

 

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

宿題は出しませんが、配布プリントには目を通してください。履修にあたり文系・理系を問いません。平常点はコメントペーパーの

合計と最終レポートを総合します。最終レポートは観察とスケッチをするのでそれなりに時間がかります。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

コメントペーパー(60%)/最終レポート(Final Report)(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 多田多恵子、2003、『葉っぱ博物館』、山と渓谷社 (ISBN:978-4-635-06323-4) 

2. 新開孝、2016、『虫のしわざ観察ガイド』、文一総合出版 (ISBN:978-4-8299-7203-8) 

3. 多田多恵子、2010、『増補改訂・植物の生態図鑑』、学研 (ISBN:978-4-05-203130-4) 

4. 岩瀬徹・大野啓一、2004、『写真で見る植物用語』、全国農村教育協会 (4-88137-107-x C2645) 

5. 岩瀬徹・川名興、1991、『校庭の樹木 (野外観察ハンドブック) 』、全国農村教育協会 (ISBN:4-88137-040-5) 

6. 林将之、2014、『樹木の葉』、山と渓谷社 (ISBN:978-4-635-07032-4) 

7. 田中義弘・鈴木信夫、1999、『校庭の昆虫』、全国農村教育協会 (88137-073-1) 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FE132 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

生物の多様性 

(Biodiversity) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 

キャンパスから広がる生物多様性／身近な自然に目を向け、この地球上における生命

の多様性に知識と意識を広げる 

担当者名 

（Instructor） 
多田 多恵子(TADA TAEKO) 

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） 
CMP2500 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

身近な生き物たちの世界に目を向け、映像を見たり自ら観察を行うことで得た体験と発見を通じて、生き物たちの多様で個性的

な生き方に気づき、この地球上の自然と生物多様性に目を向ける。身近な観察から自然科学への扉を開くと同時に、多様性の保

全と共生を考える。 

 

授業の内容（Course Contents） 

講義では、生物多様性の意義、熱帯雨林の生物多様性、海洋島の生物進化、外来種の影響、生物の進化など、重要なテーマを

プリントにして配布するほか、コメントペーパーを通じて寄せられた質問にも回答する。映像や実際の観察を通じて生物の多様な

つくりや生き方をみていく。観察を深めるためにスケッチも行う。キャンパス、地域、日本そして世界の自然と生物へと視野を広げ

ていく中で、生物多様性とその危機、環境教育、保全、自然との共生なども考える。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 見つけよう！身近な自然～学内自然観察～ キャンパスを歩いて、植物や虫や鳥を見つけよう 

2. 観察しよう！身近な生き物～よく見てスケッチ～ 五感を駆使し、さまざまな角度から観察してスケッチを描こう 

3. 探って知ろう！身近な生き物たちの生き方と知恵～ 季節の生き物を観察し、その生きる知恵や工夫を探ってみよう  

4. 地球の自然と生物多様性～熱帯雨林・海洋島など～ 熱帯雨林は生き物の宝庫。海洋島で独自の進化した固有種 

5. 日本の自然と生物多様性 ～日本は南北に長い島国で、高い山も多く、地史的な変遷もあって固有種が多い 

6. 日本の里山～多様性に富む人と自然の共生系～ 古来の里山風景の中に貴重な固有種が守られてきた 

7. 生物多様性を生み出す環境と時間～進化～ 適応と放散、雌をめぐる雄の競争、被食防御、対抗進化など 

8. 多様性の低下～人為の影響と外来種問題～ 自然破壊や乱獲、外来生物の侵入 

9. ことなる生命～個体の個性、遺伝子の多様性～ 生物の種類だけでなく、個体ごとの個性、同種内の遺伝的多様性にも目

を向ける 

10. つながる生命～共生と連鎖のネットワーク～ 共生、寄生、食物連鎖、競争 

11. 生き物それぞれの生き方～戦略、ライフスケジュール～ 生き方の多様性 

12. つながりの破壊と分断～生態系の崩壊と絶滅～ 授業では地球規模の環境問題については深く取り上げないが、各自考

えてほしい 

13. 蘇れ！失われた自然～生物多様性の保全と復元～ 生物多様性に関わる研究や取り組みを紹介し、将来に向けて何をす

べきか考える 

14. 伝えたい！自然体験と環境教育～ 自然体験を通じて得た楽しさや発見や経験や知識。世代を越えて伝えよう 

 

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

宿題は出しませんが、配布プリントには目を通してください。履修にあたり文系・理系を問いません。平常点はコメントペーパーの

合計と最終レポートを総合します。最終レポートは観察とスケッチをするのでそれなりに時間がかります。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

コメントペーパー(60%)/最終レポート(Final Report)(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 多田多恵子、2003、『葉っぱ博物館』、山と渓谷社 (ISBN:978-4-635-06323-4) 

2. 新開孝、2016、『虫のしわざ観察ガイド』、文一総合出版 (ISBN:978-4-8299-7203-8) 

3. 多田多恵子、2010、『増補改訂・植物の生態図鑑』、学研 (ISBN:978-4-05-203130-4) 

4. 岩瀬徹・大野啓一、2004、『写真で見る植物用語』、全国農村教育協会 (4-88137-107-x C2645) 

5. 岩瀬徹・川名興、1991、『校庭の樹木 (野外観察ハンドブック) 』、全国農村教育協会 (ISBN:4-88137-040-5) 

6. 林将之、2014、『樹木の葉』、山と渓谷社 (ISBN:978-4-635-07032-4) 

7. 田中義弘・鈴木信夫、1999、『校庭の昆虫』、全国農村教育協会 (88137-073-1) 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FE133 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

地球環境の未来 

(Future of Environment) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
人類が暮らす地球という生態系の現状を見据え、地球環境の未来を考える 

担当者名 

（Instructor） 
新山 優子(NIIYAMA YUUKO) 

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） 
CMP2500 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

地球環境の現状を理解し、人類が直面している問題を認識する。その上で、私達自身が未来のためにできること、すべきことを考

える。 

 

授業の内容（Course Contents） 

地球環境が危機に瀕しているといわれて久しいが、 いったい何が問題なのだろうか。私たち人間も含まれる生態系は、今どうな

っているのだろうか。生態系の現状や解決すべき課題について学び、理解を深める。私達の日常生活は地球環境と決して無関

係ではないことを念頭に置きながら、地球環境の未来について考察を進める。環境問題に対処するための新しい動きや考え方も

紹介する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 生態系の恵み 

2. 地球環境の現状 

3. 特に深刻な地球環境問題 

4. 特に深刻な地球環境問題つづき 

5. 世界各国の基本的なデータを読み解こう 

6. 私たちは地球環境を汚している？ 

7. ひとつの変化は次の変化を生む 

8. 食べ物と地球環境との関係 

9. 地球の酸素を作ったのはだれ？ 

10. 生物多様性とはなにか 

11. 生物の進化と多様性 

12. 生物多様性の危機 

13. 感染症と地球環境との関係 

14. 生態系の恵みを受け続けるために 

 

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

授業では数冊だが参考図書の貸し出しを行うので、予習や復習に役立てて欲しい。 

また、授業中に紹介する書籍やウェブサイトを積極的に活用して能動的に学習し、知識を深めることを期待する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(60%)/授業内に提出するコメントペーパーの内容(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特に指定しない。 

 

参考文献（Readings） 

授業中に紹介する。本学図書館の蔵書も利用してできるだけ多くの書籍を読み、知識や考えを深めて欲しい。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FE134 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自然と人間の共生 

(Co-existence between environment and mankind) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 

国道も信号もコンビニもない、「何もない」へき地山村。その地に埋め込まれた「教育力」

に学べ。 

担当者名 

（Instructor） 
辻 英之(TSUJI HIDEYUKI) 

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） 
CMP2500 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

へき地山村に住む人々が営む自然と共存する暮らし。その暮らしに埋め込まれた教育力を学び，今求められる自然と人間の関

係性を考える。 

 

授業の内容（Course Contents） 

限界自治体ともいうべき長野県泰阜村（やすおかむら）。非効率，不合理と切り捨てられてきた山村が今，循環型の地域社会作り

の先頭に立っている。村民とヨソモノ・若者の環境教育 NPOが協働して，持続可能な地域社会を創る事例（山村留学など）を紹

介しながら，自然と共存する人間のあり方を考察する。なお、講師は泰阜村で実際に活動する上記環境教育 NPOの代表理事で

ある。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. こんな村いやだ！年貢は米じゃねえ ～今は過疎、昔は過密？ 過疎へき地山村のリアル実態～ 

2. 村の子の血が染まる ～山村における「ムラの論理（排除の論理）」と自然環境の関係性～ 

3. お互い様は身体で学ぶ ～里山・棚田保全とこどもの教育の奇妙な WIN-WIN関係～ 

4. もったいないの本質 ～エコ？ 循環型の生活様式？ 感謝のこころ～ 

5. 農家冥利に尽きる ～地域を潤す地産地消と農家のプライド～ 

6. わしゃ職人だぞ！ ～自然と共存してきたプライドが自然を守る～ 

7. 山村は山村だからいいのだ ～戦後教育が自然と共存する村民を追い詰めた～ 

8. わしゃ、生まれ変わったら教師になりたい（ゲストスピーク①） ～限界集落住民の壮絶なコンプレックス～ 

9. 朝獲りシシ鍋だ ～スーパー猟師が挑む野生生物・獣害との闘い～ 

10. よみがえれ！学校林 ～森と共に生きる文化が暮らしと教育をつなぐ～ 

11. 東日本大震災・熊本地震から学ぶこと（ゲストスピーク②） ～被災地は、今～ 

12. 東日本大震災・熊本地震から学ぶこと２ ～被災地から学ぶ、支え合い・お互い様の社会づくりへの挑戦～ 

13. 教育を中心に据えた持続可能な地域づくり１ ～食えない３点セットが日本を変える！～ 

14. 教育を中心に据えた持続可能な地域づくり２～まとめ～ 

 

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

必要に応じて授業内あるいは Blackboard上で行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/テキストを読んでの中間レポート(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 辻英之、2011 1836 円、『奇跡のむらの物語 ～1000 人の子どもが限界集落を救う！』、農文協 (ISBN:978-4-540-11106-8) 

 

参考文献（Readings） 

授業時に紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

講師は泰阜村で実際に活動する上記環境教育 NPOの代表理事である。毎週毎週、信州の山村から片道 5 時間（！）かけて大

学に通い、旬な情報を伝える。 

パワーポイントを使用したビジュアル中心の講義形式で、必要に応じて周囲の人と簡単なディスカッションを行う。 

担当者所属 NPOのアドレス http://www.greenwood.or.jp 

 

注意事項（Notice） 
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■FE135 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

脳と心 

(Biology of Brain) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
心の神経科学入門 

担当者名 

（Instructor） 
旦 直子(DAN NAOKO) 

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） 
CMP2500 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2016 年度以降 1 年次入学者対象科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

心理学が扱う心の様々な側面を神経科学の視座から論じることにより，心の働きと中枢神経系とのつながりについて理解する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

まず，脳の構造と機能についての基本的な情報を提供する。その上で，心理学の研究分野の中でも特に脳科学からのアプロー

チが盛んないくつかのテーマを取り上げ，今日までに得られている知見を各論的に解説していく。その際，できるだけ具体的な事

例や実験結果を紹介する予定である。基本的な知識を身につけるとともに，現代の脳科学がどこまで人の心の働きを解明してい

るのかについて理解することを目指す。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 脳と心を調べる方法 

3. 知覚する脳（１） 

4. 知覚する脳（２） 

5. 知覚する脳（３） 

6. 記憶する脳（１） 

7. 記憶する脳（２） 

8. 感じる脳（１） 

9. 感じる脳（２） 

10. 特殊化する脳（１） 

11. 特殊化する脳（２） 

12. 発達する脳（１） 

13. 発達する脳（２） 

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)(80%)/出席および授業に取り組む姿勢(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし。プリントを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

授業中に適宜指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FE136 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

オーダーメイド医療最前線 

(Forefront of made-to-order medicine) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
ニーズキャッチ先端医療技術の現状と課題 

担当者名 

（Instructor） 
溝口 元(MIZOGUCHI HAJIME) 

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） 
CMP2500 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2016 年度以降 1 年次入学者対象科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

オーダーメイド医療・テイラーメイド医療と呼ばれる個々人の健康や医療に関する要望に沿った生命科学，先端医療技術の現状

が科学的社会的背景とともに理解できる。その問題点と将来展望が考察できる。日常的に具体的な議論ができる。これらが目標

である。 

 

授業の内容（Course Contents） 

マスメディア等でしばしば耳にする今日の生命科学や先端医療技術の成果を個々人の身体・健康・疾病状況に対する願望の実

現という視点に立って解説する。自然科学的原理から医療，生命倫理，社会福祉の現場へ至る各場面で，自身の関心に沿って

自ら考えていくことができる素材の提供を目指したい。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 全体概要 

2. 不妊治療の実際 

3. 生殖医療技術 

4. 再生医療・クローン技術 

5. 出生前診断の原理と問題点 

6. 染色体異常の諸相 

7. 遺伝病と社会的受容 

8. ゲノム科学とその拡がり 

9. 各国の優生学・優生思想 

10. 医師と患者の関係 

11. 延命治療・終末期医療 

12. 脳死と臓器移植 

13. 安楽死と尊厳死 

14. まとめ 

 

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

日常的にメディアで発せられる先端医療技術や最新の生命科学の話題に関心を持ち、自身の場合と結び付けて考えてみるアク

ティブラーニングの習慣を持つことを授業外学習の骨子とする。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(70%)/毎回のコメントペーパー(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 溝口元、2016、『生命倫理と人間福祉』、アイケイコーポレーション (ISBN:978-4-87492-339-9) 

 

参考文献（Readings） 

必要に応じて授業中に紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

とくに予備知識は必要としない。講義形式。時事的話題を取り上げつつその自然科学的，医学的背景を解説する 

 

注意事項（Notice） 
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■FE138 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

大学と科学技術 

(Universities And Science Technology) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
文系・理系の区別を越えて，大学と科学技術について社会的・歴史的側面から考える 

担当者名 

（Instructor） 
柿原 泰(KAKIHARA YASUSHI) 

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） 
CMP2500 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2016 年度以降 1 年次入学者対象科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

大学・アカデミズムと科学技術の関係を多面的に理解する。文系・理系の区別を越えて，現代を生きる私たちみなにとって関わり

のある，重要なものとして，科学技術の絡む社会的諸問題を考える。 

 

授業の内容（Course Contents） 

原子力や放射能，遺伝子操作，化学物質汚染など，科学技術が絡む現代社会のさまざまな問題をどのように読み解けばよいの

だろうか。大学・アカデミズムと科学技術との関係を解きほぐしながら，科学史や科学社会学などの科学技術論の視点を紹介し，

社会的側面から考察する。また，それらを大学や学問のあり方と絡めて考えていく。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション――講義のねらい 文系・理系の区別を越えて 

2. ＜大学＞と＜科学技術＞ さまざまな機能や役割 

3. 「科学的」とは何か――科学の用いられ方、そして社会の変容 

4. 科学研究とその社会的反響――研究成果の評価と流通・普及 

5. 科学者の規範・エートス 

6. ディスカッション：それぞれの入門 

7. 「科学的」な問題と「社会的」な問題とが絡む領域――トランス・サイエンス 

8. 「科学的」な問題と「社会的」な問題とが絡む領域――放射能をめぐって 

9. 「科学的」な問題と「社会的」な問題とが絡む領域――BSEをめぐって 

10. 科学知識が生成される過程に社会的なものが関わる――科学知識の社会学 

11. つくられる懐疑論――公害事件、環境問題 

12. 大学資本主義と公共性 

13. 専門分野の細分化と連関 

14. まとめ 

（授業の進捗度・理解度等により順序や内容を変更する場合もある） 

 

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

各回の講義内容に対するコメントを書くこと。 

平常から自らの関心をさらに発展させ，深めるよう，積極的に書物を読み，自らの頭を使って考えること。 

中間レポート，最終レポートに向けた学習を平常から進めること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

各回のコメントペーパーの内容(30%)/中間レポート(30%)/最終レポート(Final Report)(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

とくになし。適宜，プリントを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 平川秀幸、2010、『科学は誰のものか』、NHK出版 

2. 吉見俊哉、2011、『大学とは何か』、岩波書店 

その他，講義時間中に随時，紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業形態：配布資料や板書による講義を中心とする。受講者数や進捗具合を考慮して，グループ・ディスカッションの機会を設け

る予定である。 

フィードバック：各回のコメントペーパーの内容については，次回授業のはじめにフィードバックを行なう。 

 

注意事項（Notice） 
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■FE139 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

宇宙の科学 

(Astronomical Science) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
天文学入門 

担当者名 

（Instructor） 
須田 拓馬(SUDA TAKUMA) 

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） 
CMP2500 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

この授業は、宇宙に関する一般的な知識を身に付け、宇宙における人類の位置づけを知るとともに、自然科学における物の考え

方の概要を理解することが目的です。この授業の目標は以下の 3 点です。(1)天文学の発展の歴史と、それに伴う人類の自然観

の変化について説明できる。(2)宇宙の歴史や天体現象に関する最新の理解について説明できる。(3)授業終了後も天文学や自

然科学に関するニュースに興味を持ち続ける。 

 

授業の内容（Course Contents） 

授業の内容 

地球や月、太陽系といった小さいスケールから星、銀河、宇宙といったより大きなスケールについて現在の天文学・宇宙物理学

の理解の最前線について概観する。また、宇宙と聞いて何となく気になる疑問やトピックを取り上げ、科学的な視点から解説す

る。内容の理解のために、初歩的な数学や物理学の基礎的な概念について説明する。実験や動画などを駆使して、分かりやすく

幅広い知識が身につくような内容を目指す。 

 

講義の特徴 

スライドによる講義が中心で板書は利用しない。 

講義で用いたスライドは毎回アップロードする。 

実験を行うことで天文学をより身近に感じられるようにする。 

動画を多用し、視覚的な理解を促す。 

コメントペーパーによる質問を受け付け、次回に回答・解説を行う。 

講義時間以外の自学自習を推奨し、平常点として考慮する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス・天文学概論 

- 本授業に関する説明 

- 人類の宇宙観、宇宙の大きさ 

- さまざまな天体・天体現象の概観 

- なぜ我々は宇宙のことを知ることができるのか？ 

2. 物体の運動の初歩 

- 運動の法則など、物理学の基本 

- 天体の運動に関するケプラーの法則 

- 宇宙は重力が支配している。 

3. 重力 

- 五円玉を使って地球から月までの距離を求める。 

- 人類の宇宙観：天動説と地動説 

4. 月・惑星・太陽系 

- さまざまな惑星 

- 冥王星はなぜ太陽系惑星ではなくなったのか？ 

5. 太陽と彗星 

- 太陽系小天体 

- 太陽フレア 

- 天体活動による人類滅亡の可能性 

6. 太陽系外惑星と疑似科学 

- 太陽系外惑星発見の歴史 

- 疑似科学の問題点と科学/非科学の境界 

7. アストロバイオロジー（宇宙生物学） 

- 地球外生命体は存在するか？ 

- 地球外文明探査 

8. 恒星の進化 

- 星の誕生とその一生 
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- 暗い太陽のパラドックス 

- 元素の工場としての恒星 

9. 恒星の最後と宇宙の物質循環 

- 星の一生の最後と超新星爆発 

- コンパクトな星・ブラックホール 

- 宇宙で最初に誕生した星は発見できるか？ 

10. 銀河の姿 

- より遠くの宇宙の姿 

- 銀河宇宙論 

- ダークマターとは何か？ 

11. 宇宙の観測 

- 光・赤外線で見る宇宙 

- 電波・X線で見る宇宙 

- 重力波で見る宇宙 

12. 膨張する宇宙 

- 宇宙は進化する 

- 宇宙の終わりはどうなるか？ 

13. 宇宙の始まりと宇宙の謎 

- 宇宙の歴史 

- 宇宙の謎 

- 様々な宇宙モデル 

- なぜ人類は宇宙に存在するのか？ 

14. 最終テスト 

 

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

- 本講義の履修にあたって、特に前提知識は必要としません。高校初等程度の数学に関する知識があれば十分です。 

- 天文学に関係した市民向け講演での聴講や天文関連のイベントへの参加を推奨します。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

平常点（出席点、演習課題、時間外学習）(35%)/中間レポート(35%)/最終テスト(Final Test)(30%) 

中間レポートでは一つのテーマについて簡潔に論述する課題を提出してもらいます。最終テストは多肢選択問題が中心で、授業

内容の理解度を確認します。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 土井守・松原隆彦、2011、『宇宙のダークエネルギー - 「未知なる力」の謎を解く』、光文社新書 (ISBN:4334036422) 

2. 村山斉、2010、『宇宙は何でできているのか 素粒子物理学で解く宇宙の謎』、幻冬舎 (ISBN:9784344981881) 

3. 嶺重慎・小久保英一郎編著、2004、『宇宙と生命の起源 - ビッグバンから人類誕生まで』、岩波ジュニア新書 

(ISBN:4005004776) 

4. 小平桂一、2006、『宇宙の果てまで - すばる大望遠鏡プロジェクト 20 年の軌跡』、早川書房 (ISBN:4150503087) 

5. 竹内淳、2005、『高校数学でわかるシュレディンガー方程式―量子力学を学びたい人、ほんとうに理解したい人へ』、ブルーバ

ックス (ISBN:4062574705) 

すべて初学者向けです。5 番目は発展的に学びたい学生向けです。これ以外にも授業で随時紹介する予定です。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

- 私語、携帯電話使用については厳しく対処し、場合によっては退室させます。定刻から 15 分経過後以降の入室も原則認めま

せん。 

- 何となく「宇宙」と聞いて興味を持ったという方の履修を歓迎します。天文学について楽しく学び、本講義終了後も宇宙に興味を

持ち続けられるような授業を目指します。 

 

注意事項（Notice） 
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■FE140 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

化学と社会 

(Chemistry and Society) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
食糧・エネルギー・環境・安全と化学 

担当者名 

（Instructor） 
藥袋 佳孝(MINAI YOSHITAKA) 

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） 
CMP2500 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

物質理解のサイエンスである化学は様々な新物質の発見あるいは合成とともに発展して来た。人々の生活や社会に物質がどの

ような影響を与えて来たのか，現代社会が直面する食糧などの諸問題と物質との関わり合いについて，より発展的な理解に到達

することを目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

化学が対象として来た物質とその社会とのつながりについて，文明の発展を意識しながら，現代に至る道筋をまず学習する。現

代社会の直面する課題として，食糧・エネルギー・環境・安全などの問題を取り上げ，物質との関わり合いについて，自然科学の

立場から考察を加える。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 錬金術と化学 

3. 科学革命と産業革命 

4. 農薬とその安全姓 

5. 食品添加物 

6. 遺伝子組換 

7. エネルギーと物質 

8. 地球温暖化対策 

9. 原子力発電とその安全性 

10. 水質汚濁 

11. 大気汚染 

12. 戦争と環境 

13. 化学兵器 

14. 核兵器と核鑑識 

 

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

授業で使用するスライドを順次配信するので予習・復習に利用して欲しい。教科書は使用しない。参考文献として記した参考書に

ついてはおよそ 4 回で使用する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(75%)/中間レポート(25%) 

試験については資料などの持ち込みは認めない。 

 

テキスト（Textbooks） 

資料として，授業で使用するスライドを順次配信する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 渡辺範夫・薬袋佳孝、2004、『あなたが捉える化学の世界』、三共出版 (978-4-7827-0475-2 C3043) 

その他，授業時に指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FE141 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

地球の理解 

(Understanding of the Earth) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
地球の成り立ちと地球の普遍性・特殊性の理解 

担当者名 

（Instructor） 
玄田 英典(GENDA HIDENORI) 

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） 
CMP2500 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

地球の現在の姿を理解し、同時に、地球を１つの天体として俯瞰するというものの見方も習得してもらう。地球に生まれてきたか

らには、最低限地球について知っておくべき事柄を理解してもらう。 

 

授業の内容（Course Contents） 

我々の住む地球が、どのように作られて（惑星形成論）、どのように進化したのか（地球史）について学ぶ。そして、他の惑星と地

球を比較しながら、地球を深く理解し（比較惑星学）、地球がこの宇宙で特別な存在なのか、普遍的な存在なのかを学んでいく。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 地球の姿１（大気・海洋） 

3. 地球の姿２（地球内部） 

4. 地球の姿３（活動する地球） 

5. 地球の歴史１（地質史） 

6. 地球の歴史２（生命史） 

7. 地球の歴史３（激動の地球史） 

8. 太陽系の姿１（太陽・星の一生） 

9. 太陽系の姿２（地球型惑星） 

10. 太陽系の姿３（木星型・海王星型惑星） 

11. 太陽系の姿４（小天体） 

12. 地球の作り方 

13. 系外惑星の発見と意義 

14. 地球外生命探査 

 

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

特に課さないが、普段から常にアンテナを張り、自然科学に関するテレビ番組を見たり、新聞、書籍などを読むことをおすすめす

る。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(30%)/授業内に毎回行なう小テスト(70%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FE142 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自然環境の保全 

(Nature conservation) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
都市に住む鳥類から環境を考える 

担当者名 

（Instructor） 
松原 始(MATSUBARA HAJIME) 

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） 
CMP2500 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

この授業は身近な都市に生息する野鳥を通して生態系・生物学の基礎を学び、同時に保全問題、人間と自然の関わりについて

考察することを目的とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

東京のような大都市であっても、我々の周囲には多くの野鳥が生活している。鳥たちはどのような生活史をもつのか。身近な鳥類

を取り上げてその生活史をなるべく具体的に解説する。また身近な鳥類を通して、環境問題・保全問題を考える一助としたい。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 都市鳥とよばれる鳥たち 

2. 鳥から見た都市の環境・採餌 

3. 鳥から見た都市の環境・営巣 

4. 鳥から見た都市の環境・ねぐら 

5. カラスの博物誌 

6. カラスの自然史 

7. カラスを調べる 

8. 都市鳥とイメージ 

9. 餌付け 

10. 最も身近な鳥・スズメとツバメ 

11. 夜の都市鳥 

12. 移入種と新たな都市鳥たち 

13. 補足／都市の構造と鳥類 

14. 総集編 

 

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

特に要求しないが、実際の鳥を目にとめておくことが望ましい 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特に指定しないが、参考図書があれば授業中に提示する 

 

参考文献（Readings） 

授業中に用いたものがあれば提示する。また授業中にプリントを配付する場合がある。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

特になし 

 

注意事項（Notice） 
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■FE171 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

立教ゼミナール５ 

(Seminars for Students of Rikkyo University 5) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 

コンピュータ・インターネット技術の探求 

グループ研究とプレゼンテーション 

担当者名 

（Instructor） 
長島 忍(NAGASHIMA SHINOBU) 

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） 
CMP2540 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

2016 年度以降 1 年次入学者対象科目 

定員 30 名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

コンピュータ（スマートフォンなども含める）やインターネット技術への理解を深め、グループ単位での協調作業によって、プレゼン

テーションやディスカッション、レポートにまとめる能力を高める。 

 

授業の内容（Course Contents） 

どのようなテーマがふさわしいかを最初に考え、テーマごとに 5人くらいのグループを作る。協力して調査し、プレゼンテーション

を行い、他のグループとの意見交換や討論を行う。そのような作業を通してコンピュータ・インターネット技術への理解を深める。

場合によっては授業計画を一部変更することもある。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 全体の内容説明、グループ分け 

2. グループごとの調査 

3. 中間発表、進捗状況 

4. グループごとの調査、プレゼンテーションの作成 

5. グループごとの発表会 

6. グループごとの発表会 

7. 全体の内容説明、新規グループ分け、小テスト（授業前半が終わって得られたこと） 

8. グループごとの調査 

9. 中間発表、進捗状況 

10. グループごとの調査 

11. グループごとの調査、プレゼンテーションの作成 

12. グループごとの発表会 

13. グループごとの発表会 

14. まとめのテスト（授業に参加して得られたことを文章にまとめる） 

 

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

コンピュータ・インターネットについて何を知りたいか関心を持ってテーマをいくつかあげておくことが望ましい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席と授業態度(40%)/調査した成果(20%)/小テスト(20%)/まとめのテスト(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

グループの代表者はパソコンを事前にメディアセンターで借りて授業に参加する。必要に応じて USB メモリなどを持参すること。 

 

注意事項（Notice） 
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■FE172 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

立教ゼミナール発展編 ５ 

(Seminars for Senior Students of Rikkyo University 5) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 

五感で学ぼう！ 自然体験＆動植物・岩石の観察 

／秩父の自然にどっぷり浸かる 4 日間。 

担当者名 

（Instructor） 
多田 多恵子(TADA TAEKO) 

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） 
CMP3500 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

2016 年度以降 1 年次入学者対象科目 

定員 30 名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

大自然の中で、さまざまな自然体験や、動植物や岩石の観察や採集を通して、自然の尊さやおもしろさ、動植物の生き生きとした

生態を、五感で学ぶ。 

 

授業の内容（Course Contents） 

埼玉県秩父地方で行う３泊４日の合宿形式の自然体験授業です。初日は長瀞周辺の岩石観察、化石採集。以降は、奥秩父の森

や清流で、動植物や石の観察・採集や、川遊び等の自然体験に明け暮れます。観察・採集法や標本の作成は初歩から指導しま

す。9 月の発表会で、実習の成果を各自発表します。同行講師は、多田（植物、本学講師、NHK子ども電話相談）のほか、上田

恵介（鳥・昆虫、本学名誉教授）、石田健（鳥・けもの）、本間岳史（岩石・地史）他。秩父最奥の山村集落も探訪し、古老のお話も

伺います。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ７月７日（土曜・13：15～16：30）事前講義。 

2. 8 月・実習 1 日目① 秩父鉄道上長瀞駅に午前１０時３０分集合。埼玉県立自然の博物館見学。 

3. 8 月・実習 1 日目② 長瀞の「岩畳」で岩石と地質見学。 

4. 8 月・実習 1 日目③ おがの化石館および地層見学。川原で化石と石の採集。 

5. ８月・実習１日目④ 秩父演習林川俣宿舎に到着。バーベキュー、ミーティング。 

6. ８月・実習 2－３日目① 早朝バードウォッチング。 

7. ８月・実習２－３日目② 宿舎周辺で、植物（コケも）、キノコ（冬虫夏草も）、変形菌、昆虫（クモ、節足動物も）、鳥、けもの

（ふんなど落とし物も）、食痕などの観察、採集。 

8. ８月・実習２－３日目③ 川遊び体験。水生昆虫、石の採集と観察。 

9. ８月・実習２－３日目④ 実習室で、生き物の観察、スケッチ、名前調べ。植物、キノコ、変形菌、昆虫、羽毛や骨、糞の中の

食物残渣、岩石など、観察と標本作りの指導と実践。 

10. ８月・実習２－３日目⑤ 夜間観察（灯火採集、トラップ、夜行性動物）。星空観察。 

11. ８月・実習２－３日目⑥ 栃本集落を探訪。古老のお話を聞く。 

12. ８月・実習 4 日目① 帰京準備。片づけ。宿舎出発。 

13. ８月・実習 4 日目② 神社見学、西武秩父駅にて解散（午後３時ごろ）。 

14. 夏休み期間 作品制作。レポートを書く。 

15. ９月１日（土曜・13：15～16：30） 作品発表会。 

 

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

7 月の事前講義で資料を配布し、実習や持ち物・服装等の説明をする。8 月の実習までに各自必要なものを準備し、体力向上に

努めて体調を整えておく（実習中は毎日数ｋｍ程歩く）。実習後に作品とレポートを完成させて 9 月に発表。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席、参加態度、観察日誌、レポート、作品の出来(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 秩父市・秩父商工会議所 編、2009、『やさしいみんなの秩父学＜自然編＞』、さきたま出版会 (ISBN:9784878913976) 

2. 新開孝、2016、『虫のしわざ観察ガイド－野山で見つかる食痕・産卵痕・巣』、文一総合出版 (ISBN:9784829972038) 

3. 盛口満、2012、『生き物の描き方: 自然観察の技法』、東京大学出版会 (ISBN:978-4-13-063335-2) 

4. 熊谷さとし・安田守、2010、『哺乳類のフィールドサイン観察ガイド』、文一総合出版 (ISBN:9784829911815) 

5. 大作晃一、2015、『くらべてわかるきのこ 原寸大 (くらべてわかる図鑑)』、山と渓谷社 (ISBN:9784635063487) 

6. 盛口満、2016、『教えてゲッチョ先生! 雑木林のフシギ』、山と渓谷社 (ISBN:9784635047937) 

7. 高橋 直樹 , 大木 淳一、2015、『石ころ博士入門』、全国農村教育協会 (ISBN:9784881371817) 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

【日程】2018 年 8 月６日（月）～９日（木） 

【宿泊場所】東京大学秩父演習林川俣学生宿舎 埼玉県秩父市大滝３４２３−２ http://www.uf.a.u-tokyo.ac.jp/chichibu/ 

【参加費】30,000 円程度（保険料、宿泊費、施設利用費、交通費を含む）の見込。集合・解散場所への交通費・博物館入館料は別

途自己負担。履修登録者はスケジュールを確認のうえ、参加費を必ず納入（振込）すること。納入方法等については、履修登録

完了後に自宅に送付される「全学共通科目学外集中科目参加費納入方法等のお知らせ」を必ず確認のうえ、示された手続きを

行うこと。（発送は、立教トラベルプラザから行われる） 

 

注意事項（Notice） 
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■FE501 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 
Science Studies 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Traditional Food Production Techniques in Asia and Oceania: Past and Present 

担当者名 

（Instructor） 
細谷 葵(HOSOYA AOI) 

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） 
CMP2531 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 

・F科目（外国語による日本研究科目） 

・他に特別外国人学生が履修 

・この授業は英語で実施する 

・履修者は TOEIC®550 点相当以上の英語力を有することが望ましい 

 

授業の目標（Course Objectives） 

In this class, students will learn about various traditional food producing techniques conducted in present traditional culture 

(ethnography) and in the history (archaeology) mainly in East/Southeast Asia and Oceania.  It is aimed that students get better 

understanding of the relationship between human and the environment through the history, to consider sustainable ways of food 

production for the future. 

 

授業の内容（Course Contents） 

Through the course, 6 topics related to traditional food production techniques are discussed.  2 weeks are for 1 topic, and in 

the first week modern ethnographic examples are introduced, and in the second week, historical examples.  In the second week, 

archaeological techniques to reconstruct past human activities are also introduced.  Motion pictures will be shown mainly as a 

part of introducing ethnographic examples.  In the end of each lecture, students should answer a short quiz based on the 

lecture contents, and 1 or 2 mid-term reports will be assigned to help understanding of lectures.  The final test is held in the 

final lecture. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Guidance 

2. Using Wild Resources (1) :  Ethnographic present 

3. Using Wild Resources (2) : Reconstruction of the past 

4. Dry Field Cultivation (1) : Ethnographic present 

5. Dry Field Cultivation (2) : Reconstruction of the past 

6. Paddy Field and Related Subsistence Procurement (1) : Ethnographic present  

7. Paddy Field and Related Subsistence Procurement (2): Reconstruction of the past 

8. Crop Processing and Storage (1) : Ethnographic present 

9. Crop Processing and Storage (2) : Reconstruction of the past  

10. Cooking Diversity (1) : Ethnographic present 

11. Cooking Diversity (2) : Reconstruction of the past 

12. Food and Politics/Ritual (1) : Ethnographic present 

13. Food and Politics/Ritual (2) : Reconstruction of the past  

14. Final Test 

 

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

Group discussions or presentations by students are held as a part of each lecture, and students are required to be well 

prepared for them in advance (The topic is announced in the previous week).  Besides, 1-2 mid-term reports will be assigned.     

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(40%)/Attendance/Performance(20%)/Quiz(20%)/Mid-term report(s)(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

Referred to in the class 

 

参考文献（Readings） 

Referred to in the class 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■FE502 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 
Nature of the Earth 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Earth science 

担当者名 

（Instructor） 
ジンガン，Ｓ．(JHINGAN SANJAY) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMP2501 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 

・2012 年度以降 1 年次入学者対象科目 

・他にグローバル・リベラルアーツ・プログラム 所属学生/特別外国人学生が履修 

・この授業は、英語圏での大学の授業を想定し、全て英語で行う 

・以下の英語力を有していることが履修の目安になる 

英検準 1 級, IELTS 5.5, TOEFL®iBT 72, TOEIC®785 

・定員 15 名 週 2 回開講 

 

授業の目標（Course Objectives） 

To give a broad coverage of topics ranging geology, oceanography, meteorology, and astronomy at an undergraduate level. 

 

授業の内容（Course Contents） 

The course “Nature of Earth” addresses a broad and voluminous body of subject matter. The Sciences of Geology, Astronomy, 

Meteorologyand Oceanography are all included within the purview of Earth Science. Therefore, the following contents will be 

included in the overall curriculum but may be weighted to varying degrees in individual course sections. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Earth Science, an overview of the course 

What is Earth Science and nature of scientific Enquiry 

2. General Introduction on Earth - features, interactions 

3. Minerals and their importance. 

Physical Laws and Forces - gravity, magnetic field, atomic forces 

The Land - surface and interior, movement 

4. Properties of Minerals. Various groups and classification of Minerals 

Review Quiz 

5. Rocks 

The Rock Cycle. Igneous rocks 

6. Sedimentary, Metamorphic rocks. Non-metallic Minerals and Fossil fuels 

Rview Quiz 

7. Earth quakes and Earth Interior 

8. Weathering. 

Earth external processes 

9. Soil and Mass wasting: 

Erosion, Gravity at work and classification of various mass wasting processes. Review Quiz. 

10. Running Water.  

Earth as a system: The Hydrologic cycle 

11. Ground water 

Ground water, Environmental problems. Review Quiz.  

12. Glaciers and the earth system  

13. Deserts and Wind. 

Review Quiz 

14. Mid-term review and discussion on what we have learned so far.   

15. Plate techtonics: 

Continental Drift hypothesis and the Theory of Plate techtonics 

16. Plate techtonics and future understanding the plate motion 

Quiz and review of concepts  

17. Earth Quakes and Earth Interior 

18. Volcanoes and other Igneous activity 

19. Review and Quiz: Earth Quakes and Volcanic activity on Earth's surface  

20. The Ocean: 

Ocean Floor, and Ocean Life 

21. The atomsphere  

22. Quiz activity - Ocean and Atmosphere 
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23. Earth Place in the Universe: Origins of Modern Astronomy 

Ancient Astronomy 

24. Modern Astronomy 

Quiz 

25. Understanding our solar system and discuss its origin. 

26. Planets and other solar system bodies  

27. Beyond our Solar System - Stars and Galaxies 

28. Beyond our Solar System - Cosmology 

Quiz 

 

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

The course is offered in interactive lecture style. There will be reading requirement of topics as suggested in class. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(30%)/最終レポート(Final Report)(30%)/Class Participation and Quiz(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Tarbuck and Lutgens. 2015. Earth Scince. Pearson (ISBN:978-0-321- 92809-2) 

2018 年 4 月 10 日付 追記 （変更理由：補足） April 10, 2018 Revised (Supplement) 

学生は指定のテキストを購入する必要はない。 

Students do not have to buy the designated textbook. 

 

参考文献（Readings） 

1. Reed Wicander and James S. Monroe. 2010. Historical Geology. Brooks/Cole Cengage Learning (13:978-0- 495-56007- 4) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FE601 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

アウトドアの知恵に学ぶ                 新座 

(Learning from the Outdoors) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
人と自然の本質的関係 

担当者名 

（Instructor） 
鹿熊 勤(KAKUMA TSUTOMU) 

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 年次入学者対象科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

人が生きるために見い出し伝承してきたさまざまな生活技術や､ 平等・協力を前提とした社会的なしくみ｡ これらの源流は狩猟・

漁労・採集で暮らした縄文時代にまでさかのぼることができます｡ 縄文の知恵は完全に消失してしまったわけではなく､ 今も農山

村の伝統的な生活技術や､ 自然の中で行なう娯楽の中にエッセンスとして生きています｡ これら ｢アウトドアの知恵｣ について

知っておくことは､ 非常時の行動選択に役立つと同時に､自然と人間の本質的な関係を振り返り､ 持続可能な社会の在り方を考

えるヒントになります｡ 

 

授業の内容（Course Contents） 

スライド写真による解説を中心に進行します｡ テーマに応じて実体標本を回覧し､ ゲストスピーカーからより専門的なお話を伺う

予定です｡ 本授業で扱う ｢アウトドア｣ とは､ 自然を上手に利用する技術や知恵全般のことであり､テントの張り方やバーベキュ

ーの方法といった個別のレジャーテクニックを学ぶ場ではありません｡ なお ｢命｣についても多く取り上げます｡狩猟などの回では

人により不快に感じる画像も扱いますが､ 人間の営みを振り返るうえで避けることのできないテーマですので､ ご承知おきくださ

い。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 人は何を食べてきたか（採集生活の知恵） 

3. 地球のリズムで暮らす 

4. 毒と薬 

5. 漁労の知恵①  

6. 漁労の知恵② 

7. 昆虫へのまなざし①  

8. 昆虫へのまなざし②  

9. 日本人と野生動物 

10. 狩猟の知恵 

11. 衣と住を支えた植物  

12. 火と刃物 

13. ゲストスピーカー招聘授業① 

14. ゲストスピーカー招聘授業② 

 

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

授業時に関心を持った項目について自主的に調べを重ねることが理想。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(60%)/課題レポート(40%) 

アウトドア大好きな人も、自然ってナニ？という人も歓迎します 

 

テキスト（Textbooks） 

1. かくまつとむ、2015、『糧は野に在り』、農山漁村文化協会 (ISBN:978-4-540-14196-6) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FE602 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

物質の科学１                      新座 

(Science of Matter 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
宇宙を構成する物質と非物質 

担当者名 

（Instructor） 
小谷 太郎(KOTANI TAROU) 

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 年次入学者対象科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

この宇宙が何からできているか、現代科学の成果に基づいて概観します。 

私たちが宇宙のどのような歴史の結果存在しているのか知ることと、身近な物質の構造が理解できることが目標です。 

物理や化学や地学を既習かどうかは問いません。 

 

授業の内容（Course Contents） 

この宇宙は何からできているか、私たちが何からできているか知りたいという好奇心は、科学の最初の動機であり、最終的な目

標です。ここ 400 年間の科学のめざましい進展により、物質を構成する原子の構造から宇宙の進化の過程まで、多くの現象が説

明できるところまできました。しかし最近得られた観測データは、宇宙に正体不明の膨大なエネルギーが満ちていることを示唆し

ています。人類は宇宙の数パーセントしか知らないことが明らかとなってしまいました。 

 

私たちが現在何を知っていて何を知らないのか、科学の進展を振り返りながら概説します。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 原子論 

2. 周期表 

3. 元素合成〜イントロ 

4. 原子核 〜壊変・半減期 

5. 原子核 〜壊変モード 

6. 原子核 〜核分裂・放射能 

7. 電磁波  

8. 素粒子物理 〜ニュートリノと超新星 

9. 元素合成 〜恒星進化・中性子星合体 

10. 元素合成 〜人工元素・ニホニウム 

11. 素粒子物理〜クォーク 

12. 素粒子物理〜レプトン、ゲージボソン 

13. 宇宙物理 〜宇宙の階層構造とダーク・マター 

14. 宇宙物理 〜宇宙膨張とダーク・エネルギー 

 

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

授業は復習しましょう。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(60%)/出席および授業参加度(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特に指定しません。 

 

参考文献（Readings） 

適宜指示します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FE603 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

物質の科学２                      新座 

(Science of Matter 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
身近な物質と現象から学ぶ化学の仕組み 

担当者名 

（Instructor） 
和田 亨(WADA TOHRU) 

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 年次入学者対象科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

本講義では水や空気などの身近な物質を取り上げ、原子と分子の構造、化学結合の性質がそれらの物質の性質にどの様に現

れているか考えていく。体感することが出来る事象から、原子や分子、化学結合の原理を論理的かつ感覚的にも理解することを

目的とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

 現代社会では化学物質名を目にしない日はない。例えば歯磨きやシャンプーのラベルには多くの化学物質が表記されている

し、CM では化学物質名をキャッチコピーにしている。そもそも自然界に存在する全てが化学物質であり、我々人間も化学物質か

ら成り立っている。したがって、「化学なんて小難しい学問は関心がない」という訳にはいかないのだ。本講義では、身近に存在す

る化学物質、例えば水や空気などを例にして化学の基礎を学んでいく。「なぜ氷は水に浮かぶのか？」など、普段は当たり前に接

していて疑問にも思わないようなことに、自然界の仕組みの奥深さが隠されている。原子と分子の構造や化学結合の性質、エネ

ルギーなどを取り上げ、化学の基礎を暗記ではなく、論理的かつ感覚的にも理解することを目的とする。現代社会に氾濫する科

学用語に惑わされない教養力を身につける。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

〜教養としての科学（化学）〜 

2. 水の不思議 

3. 原子の構造と性質 

〜原子発見の道のりと現代の理解〜（１） 

4. 原子の構造と性質 

〜原子発見の道のりと現代の理解〜（２） 

5. 原子の構造と性質 

〜原子発見の道のりと現代の理解〜（３） 

6. 原子の構造と性質 

〜原子発見の道のりと現代の理解〜（４） 

7. 魅惑の周期表（１） 

8. 魅惑の周期表（２） 

9. 魅惑の周期表（３） 

10. 魅惑の周期表（４） 

11. 分子と化学結合（１） 

12. 分子と化学結合（２） 

13. 分子と化学結合（３） 

14. まとめ 

 

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

本講義では高校から大学初年度レベルの化学の基礎について解説するので、授業前には高校の化学の教科書を復習しておくこ

とが望ましい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(80%)/出席と授業にのぞむ姿勢(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

単元ごとにレジュメを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

適宜、授業内で紹介する。 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業は板書と補足資料をスクリーン投影しながら進める。理解を深めるための演習を行い、解説する。 

 

注意事項（Notice） 
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■FE701 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

アウトドアの知恵に学ぶ 

(Learning from the Outdoors) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
人と自然の本質的関係 

担当者名 

（Instructor） 
鹿熊 勤(KAKUMA TSUTOMU) 

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 年次入学者対象科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

人が生きるために見い出し伝承してきたさまざまな生活技術や､ 平等・協力を前提とした社会的なしくみ｡ これらの源流は狩猟・

漁労・採集で暮らした縄文時代にまでさかのぼることができます｡ 縄文の知恵は完全に消失してしまったわけではなく､ 今も農山

村の伝統的な生活技術や､ 自然の中で行なう娯楽の中にエッセンスとして生きています｡ これら ｢アウトドアの知恵｣ について

知っておくことは､ 非常時の行動選択に役立つと同時に､自然と人間の本質的な関係を振り返り､ 持続可能な社会の在り方を考

えるヒントになります｡ 

 

授業の内容（Course Contents） 

スライド写真による解説を中心に進行します｡ テーマに応じて実体標本を回覧し､ ゲストスピーカーからより専門的なお話を伺う

予定です｡ 本授業で扱う ｢アウトドア｣ とは､ 自然を上手に利用する技術や知恵全般のことであり､テントの張り方やバーベキュ

ーの方法といった個別のレジャーテクニックを学ぶ場ではありません｡ なお ｢命｣についても多く取り上げます｡狩猟などの回では

人により不快に感じる画像も扱いますが､ 人間の営みを振り返るうえで避けることのできないテーマですので､ ご承知おきくださ

い。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 人は何を食べてきたか（採集生活の知恵） 

3. 地球のリズムで暮らす 

4. 毒と薬 

5. 漁労の知恵①  

6. 漁労の知恵② 

7. 昆虫へのまなざし①  

8. 昆虫へのまなざし②  

9. 日本人と野生動物 

10. 狩猟の知恵 

11. 衣と住を支えた植物  

12. 火と刃物 

13. ゲストスピーカー招聘授業① 

14. ゲストスピーカー招聘授業② 

 

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

授業時に関心を持った項目について自主的に調べを重ねることが理想。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(60%)/課題レポート(40%) 

【変更前】アウトドア大好きな人も、自然ってナニ？という人も歓迎します<br>2018 年 5 月 24 日更新（誤記訂正）<br>【変更後】な

し 

 

テキスト（Textbooks） 

1. かくまつとむ、2015、『糧は野に在り』、農山漁村文化協会 (ISBN:978-4-540-14196-6) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FE702 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

物質の科学１ 

(Science of Matter 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
時間と空間の科学/常識を疑ってみる 

担当者名 

（Instructor） 
村田 次郎(MURATA JIRO) 

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 年次入学者対象科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

私たちは、縦横高さの三次元空間の中で、過去から未来へと時間が流れる世界に生きていると信じています。しかし、それは本

当でしょうか。本授業では、これらの考えを科学的に多方面から疑って、最先端の科学へとつなげることを目標とします。 

 

授業の内容（Course Contents） 

私たちの世界観の最も基礎となる知識は、科学的に得られてきたものが多々あります。例えば、私たちは何故、空間が三次元だ

と思っているのでしょうか？どうして、時間が流れると思っているのでしょうか。この授業では、この様な、基礎的な世界観を支える

科学的な根拠と、それを疑い続ける現代科学の最前線を紹介します。特に、流れ続ける時間の中である時期だけ、自分が生きて

いるという当たり前の人生観について考察します。授業内では、多くのグループワークを通じて、自分たちで議論し、簡単な実験

を含めて確認して理解できる様にします。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション：時間は流れていない 

2. 鏡の左右逆転についての問題提起 

3. 鏡の機能 

4. 右と左 

5. 物理法則と左右の定義１ 

6. 物理法則と左右の定義２ 

7. 主観と客観、時間の止まった世界 

8. 相対性理論 

9. エントロピーの法則１ 

10. エントロピーの法則２ 

11. 自己組織化・生命の時間 

12. 量子力学の時間 

13. 時間の流れの正体 

14. 四次元以上の宇宙を探る 

 

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

授業時に指示する課題等 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(30%)/課題レポート(20%)/授業参加度(50%) 

授業時に指示する課題とレポート，出席等の授業参加度に基づく評価(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 村田次郎、2011、『「余剰次元」と逆二乗則の破れ』、講談社 (ISBN:978-4062577168) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FE703 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

物質の科学１ 

(Science of Matter 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
宇宙を構成する物質と非物質 

担当者名 

（Instructor） 
小谷 太郎(KOTANI TAROU) 

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 年次入学者対象科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

この宇宙が何からできているか、現代科学の成果に基づいて概観します。 

私たちが宇宙のどのような歴史の結果存在しているのか知ることと、身近な物質の構造が理解できることが目標です。 

物理や化学や地学を既習かどうかは問いません。 

 

授業の内容（Course Contents） 

この宇宙は何からできているか、私たちが何からできているか知りたいという好奇心は、科学の最初の動機であり、最終的な目

標です。ここ 400 年間の科学のめざましい進展により、物質を構成する原子の構造から宇宙の進化の過程まで、多くの現象が説

明できるところまできました。しかし最近得られた観測データは、宇宙に正体不明の膨大なエネルギーが満ちていることを示唆し

ています。人類は宇宙の数パーセントしか知らないことが明らかとなってしまいました。 

 

私たちが現在何を知っていて何を知らないのか、科学の進展を振り返りながら概説します。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 原子論 

2. 周期表 

3. 元素合成〜イントロ 

4. 原子核 〜壊変・半減期 

5. 原子核 〜壊変モード 

6. 原子核 〜核分裂・放射能 

7. 電磁波  

8. 素粒子物理 〜ニュートリノと超新星 

9. 元素合成 〜恒星進化・中性子星合体 

10. 元素合成 〜人工元素・ニホニウム 

11. 素粒子物理〜クォーク 

12. 素粒子物理〜レプトン、ゲージボソン 

13. 宇宙物理 〜宇宙の階層構造とダーク・マター 

14. 宇宙物理 〜宇宙膨張とダーク・エネルギー 

 

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

授業は復習しましょう。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/出席および授業参加度(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特に指定しません。 

 

参考文献（Readings） 

適宜指示します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FE704 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

物質の科学２ 

(Science of Matter 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
サイズの概念に基づく物質の性質の統一的理解 

担当者名 

（Instructor） 
枝元 一之(EDAMOTO KAZUYUKI) 

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 年次入学者対象科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「なぜリンゴは赤いのか」から「なぜ二酸化炭素は温室効果ガスなのか」まで、身の回りにおける様々な物質の示す性質の起源に

ついて、「サイズ」という概念による統一的理解を得ることを目指す。 

 

授業の内容（Course Contents） 

前半は、「サイズ」の概念について、様々な例をもとに解説する。それに基いて、物質の基本構成要素である原子・分子とはどの

ようなものであるのかを学ぶ。後半は、身の回りの物質の示す性質（適量なら酒が無毒であるのはなぜか、石けんでなぜ汚れが

落ちるか、温室効果ガスとは何か、など）が、「サイズ」の概念により統一的に説明できることを紹介する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 絶対的なサイズ 

2. 粒子と波動 

3. 光とは－波なのか粒子なのか 

4. 電子とは－粒子なのか波なのか 

5. 水素原子とその歴史 

6. サイズの概念に基づく水素原子の理解 

7. 一般の原子 

8. 分子とは何か－何が原子同士を結びつけるのか 

9. 分子とは何か－分子の形はどう決まるのか 

10. ビールと石けん 

11. 脂肪とコレステロール 

12. 温室効果ガス 

13. 芳香族分子（ベンゼンとナフタレン） 

14. 電気を通すものと通さないもの 

 

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

教科書を用いた予習を行うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. マイケル・D・フェイヤー、2013、『絶対微小』、化学同人 (ISBN:978-4-7598-1546-7) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FE705 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

物質の科学２ 

(Science of Matter 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
化学物質の機能と世の中との関わり 

担当者名 

（Instructor） 
宮里 裕二(MIYAZATO YUJI) 

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 年次入学者対象科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

・身近な物質のしくみや性質を理解できるようにする 

・化学物質の形（構造）に基づいた、化学的視点で化学物質の性質を理解できるようにする 

・学問としての化学と現代社会がどのように関わり合っているのかを理解できるようにする 

 

授業の内容（Course Contents） 

我々の身のまわりにある様々な物質あるいは化学現象がどのような性質に基づいて利用されているのか、また化学物質が我々

の生活にどのように浸透しており、それらが社会にどのような影響を与えるているかを各回の講義の中でトピックとして紹介する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 原子のその成り立ちと物質 

3. 物質の色 

4. 超分子とよばれる分子 

5. 光合成と呼吸 

6. 薬に利用される化学物質 

7. オゾン層を破壊する物質 

8. 地球温暖化に影響を与える物質 

9. 資源 

10. モルと化学反応 

11. 食品中の化学物質 

12. 放射性物質 

13. 化学物質のメリットとデメリット 

14. まとめと小論文 

 

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

基本的には高校化学程度の知識で理解できるような内容です。高校化学の教科書や一般的なサイエンストピックの書籍（テレビ）

などを自分で探し日頃から関心を持つようにして下さい。 

各回の講義内容について書籍やインターネットなどから事前に関連トピックを把握していると良いです。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

コメントカード兼出席票(80%)/最終テスト(Final Test)(10%)/レポート(10%) 

如何なる理由に関わらず、欠席回数が４回を超えたものについてはＤ評価とする。ただし、３回以内の欠席でも最後の小論文を

提出しなかった場合も D 評価とするので注意すること。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FE801 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

オーダーメイド医療最前線                新座 

(Forefront of made-to-order medicine) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
ニーズキャッチ先端医療技術の現状と課題 

担当者名 

（Instructor） 
溝口 元(MIZOGUCHI HAJIME) 

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） 
2011 年度以前 1 年次入学者対象科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

オーダーメイド医療・テイラーメイド医療と呼ばれる個々人の健康や医療に関する要望に沿った生命科学，先端医療技術の現状

が科学的社会的背景とともに理解できる。その問題点と将来展望が考察できる。日常的に具体的な議論ができる。これらが目標

である。 

 

授業の内容（Course Contents） 

マスメディア等でしばしば耳にする今日の生命科学や先端医療技術の成果を個々人の身体・健康・疾病状況に対する願望の実

現という視点に立って解説する。自然科学的原理から医療，生命倫理，社会福祉の現場へ至る各場面で，自身の関心に沿って

自ら考えていくことができる素材の提供を目指したい。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 全体概要 

2. 不妊治療の実際 

3. 生殖医療技術 

4. 再生医療・クローン技術 

5. 出生前診断の原理と問題点 

6. 染色体異常の諸相 

7. 遺伝病と社会的受容 

8. ゲノム科学とその拡がり 

9. 各国の優生学・優生思想 

10. 医師と患者の関係 

11. 延命治療・終末期医療 

12. 脳死と臓器移植 

13. 安楽死と尊厳死 

14. まとめ 

 

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

日常的にメディアで発せられる先端医療技術や最新の生命科学の話題に関心を持ち、自身の場合と結び付けて考えてみるアク

ティブラーニングの習慣を持つことを授業外学習の骨子とする。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(70%)/毎回のコメントペーパー(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 溝口元、2016、『生命倫理と人間福祉』、アイケイコーポレーション (ISBN:978-4-87492-339-9) 

 

参考文献（Readings） 

必要に応じて授業中に紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

とくに予備知識は必要としない。講義形式。時事的話題を取り上げつつその自然科学的，医学的背景を解説する 

 

注意事項（Notice） 
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■FE802 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

大学と科学技術                     新座 

(Universities And Science Technology) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
社会の中の科学技術 

担当者名 

（Instructor） 
古谷 紳太郎(FURUYA SHINTARO) 

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） 

2011 年度以前 1 年次入学者対象科目 

立教科目・大学 

 

授業の目標（Course Objectives） 

現代社会は、社会それ自体が科学技術化している。そのため、社会における科学と技術についての理解は、社会人にとっての必

須教養であると言っても言い過ぎではない。本授業の目標は、科学技術化した社会における諸問題およびその将来について、

文・理の別にとらわれず建設的な議論ができるようになるための基本的な知識を身につけることである。 

 

授業の内容（Course Contents） 

第一に、大学、科学、技術それぞれの歴史を振り返り、現代社会における大学と科学技術の関係が成立するまでの経緯を学ぶ。

第二に、科学技術が社会に与えた衝撃と社会の側での対応について、様々な事例を学ぶ。第三に、現代社会における大学と科

学技術がどのような関係にあるかを学ぶ。以上三点を踏まえ、最後にグループワークを行い、社会、大学、科学技術の将来につ

いてのディスカッションと発表を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 大学の歴史 

3. 科学・技術の歴史１ 

4. 科学・技術の歴史２ 

5. 科学技術と戦争 

6. 大学と研究開発 

7. 公害、地球環境問題 

8. トランスサイエンス問題 

9. 大学、科学技術、研究開発１ 

10. 大学、科学技術、研究開発２ 

11. グループワーク１（ディスカッション） 

12. グループワーク２（発表準備） 

13. グループワーク３（発表） 

14. まとめ 

 

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

中間レポートのための読書とグループワークの準備（グループメンバーとのコミュニケーション）。課題図書は授業中に指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業参加度(50%)/中間レポート(30%)/グループワーク(20%) 

ただし，単位取得のためには中間レポートの提出およびグループワークへの参加を必要とする。止むを得ずグループワークに参

加できない場合は、個別に相談すること。 

 

テキスト（Textbooks） 

配布物をテキスト代わりとして授業を行うため、テキストは使用しない。 

 

参考文献（Readings） 

1. 中島秀人、2008、『社会の中の科学』、日本放送出版協会 (ISBN:ISBN978-4-595-30813-0．) 

その他参考文献および中間レポートのための課題図書は、授業中に指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

「科学技術の智プロジェクト報告書」 

（http://www.jst.go.jp/csc/knowledge/investigation/s4a.html） 

 

注意事項（Notice） 
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■FE901 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

オーダーメイド医療最前線 

(Forefront of made-to-order medicine) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
ニーズキャッチ先端医療技術の現状と課題 

担当者名 

（Instructor） 
溝口 元(MIZOGUCHI HAJIME) 

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） 

2011 年度以前 1 年次入学者対象科目 

立教科目・人権 

 

授業の目標（Course Objectives） 

オーダーメイド医療・テイラーメイド医療と呼ばれる個々人の健康や医療に関する要望に沿った生命科学，先端医療技術の現状

が科学的社会的背景とともに理解できる。その問題点と将来展望が考察できる。日常的に具体的な議論ができる。これらが目標

である。 

 

授業の内容（Course Contents） 

マスメディア等でしばしば耳にする今日の生命科学や先端医療技術の成果を個々人の身体・健康・疾病状況に対する願望の実

現という視点に立って解説する。自然科学的原理から医療，生命倫理，社会福祉の現場へ至る各場面で，自身の関心に沿って

自ら考えていくことができる素材の提供を目指したい。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 全体概要 

2. 不妊治療の実際 

3. 生殖医療技術 

4. 再生医療・クローン技術 

5. 出生前診断の原理と問題点 

6. 染色体異常の諸相 

7. 遺伝病と社会的受容 

8. ゲノム科学とその拡がり 

9. 各国の優生学・優生思想 

10. 医師と患者の関係 

11. 延命治療・終末期医療 

12. 脳死と臓器移植 

13. 安楽死と尊厳死 

14. まとめ 

 

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

日常的にメディアで発せられる先端医療技術や最新の生命科学の話題に関心を持ち、自身の場合と結び付けて考えてみるアク

ティブラーニングの習慣を持つことを授業外学習の骨子とする。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(70%)/毎回のコメントペーパー(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 溝口元、2016、『生命倫理と人間福祉』、アイケイコーポレーション (ISBN:978-4-87492-339-9) 

 

参考文献（Readings） 

必要に応じて授業中に紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

とくに予備知識は必要としない。講義形式。時事的話題を取り上げつつその自然科学的，医学的背景を解説する 

 

注意事項（Notice） 
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■FE903 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

大学と科学技術 

(Universities And Science Technology) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
文系・理系の区別を越えて，大学と科学技術について社会的・歴史的側面から考える 

担当者名 

（Instructor） 
柿原 泰(KAKIHARA YASUSHI) 

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） 

2011 年度以前 1 年次入学者対象科目 

立教科目・大学 

 

授業の目標（Course Objectives） 

大学・アカデミズムと科学技術の関係を多面的に理解する。文系・理系の区別を越えて，現代を生きる私たちみなにとって関わり

のある，重要なものとして，科学技術の絡む社会的諸問題を考える。 

 

授業の内容（Course Contents） 

原子力や放射能，遺伝子操作，化学物質汚染など，科学技術が絡む現代社会のさまざまな問題をどのように読み解けばよいの

だろうか。大学・アカデミズムと科学技術との関係を解きほぐしながら，科学史や科学社会学などの科学技術論の視点を紹介し，

社会的側面から考察する。また，それらを大学や学問のあり方と絡めて考えていく。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション――講義のねらい 文系・理系の区別を越えて 

2. ＜大学＞と＜科学技術＞ さまざまな機能や役割 

3. 「科学的」とは何か――科学の用いられ方、そして社会の変容 

4. 科学研究とその社会的反響――研究成果の評価と流通・普及 

5. 科学者の規範・エートス 

6. ディスカッション：それぞれの入門 

7. 「科学的」な問題と「社会的」な問題とが絡む領域――トランス・サイエンス 

8. 「科学的」な問題と「社会的」な問題とが絡む領域――放射能をめぐって 

9. 「科学的」な問題と「社会的」な問題とが絡む領域――BSEをめぐって 

10. 科学知識が生成される過程に社会的なものが関わる――科学知識の社会学 

11. つくられる懐疑論――公害事件、環境問題 

12. 大学資本主義と公共性 

13. 専門分野の細分化と連関 

14. まとめ 

（授業の進捗度・理解度等により順序や内容を変更する場合もある） 

 

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

各回の講義内容に対するコメントを書くこと。 

平常から自らの関心をさらに発展させ，深めるよう，積極的に書物を読み，自らの頭を使って考えること。 

中間レポート，最終レポートに向けた学習を平常から進めること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

各回のコメントペーパーの内容(30%)/中間レポート(30%)/最終レポート(Final Report)(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

とくになし。適宜，プリントを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 平川秀幸、2010、『科学は誰のものか』、NHK出版 

2. 吉見俊哉、2011、『大学とは何か』、岩波書店 

その他，講義時間中に随時，紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業形態：配布資料や板書による講義を中心とする。受講者数や進捗具合を考慮して，グループ・ディスカッションの機会を設け

る予定である。 

フィードバック：各回のコメントペーパーの内容については，次回授業のはじめにフィードバックを行なう。 

 

注意事項（Notice） 
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■FF601 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

キリスト教学への招待                  新座 

(Introduction to Christian Studies) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
「聖書」と「考古学」はどう関わってきたか 

担当者名 

（Instructor） 
宮崎 修二(MIYAZAKI SHUJI) 

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 年次入学者対象科目 

文学部所属学生履修不可 領域別 A科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「聖書」という宗教文書の理解に考古学はどのような役割を果たすのか。考古学調査に対して、聖書信仰はどのような影響を与え

てきたのか。両者の関係の歴史を辿りながら、聖書研究、考古学研究、西アジア古代史研究の将来を展望する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

講義形式で、聖書思想、イスラエル史研究、考古学調査の関係をそれぞれの立場から多角的に検討していく。それぞれの分野に

ついての入門的な知識にも触れていく。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション、「聖書考古学」とはなにか 

2. 聖書における歴史と考古学 １（「聖書」という書物について） 

3. 聖書における歴史と考古学 ２（歴史的・地理的概観） 

4. イスラエルの起源から見る聖書と考古学（１）時代像 

5. イスラエルの起源から見る聖書と考古学（２）聖書解釈と考古学 

6. 古代の生活を探る（１）Household Archaeology とフェミニズム 

7. 聖書考古学の歴史（１）前史と黎明期 

8. 聖書考古学の歴史（２）方法論の進展 

9. 聖書時代の文化的考察の諸相（１）アブラハムは実在したのか？ 

10. 聖書時代の文化的考察の諸相（２）王国時代史 

11. 古代史の中の「聖書」の地：「海の民」と「1200 年問題」 

12. 古代イスラエル宗教と考古学 

13. 古代の生活を探る（２）エスニシティと物質文化 

14. まとめ 

 

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

「テキスト」に指定した書籍のうち、長谷川「聖書考古学」、山我「聖書時代史」を学期中に各自通読すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(70%)/中間課題１(10%)/中間課題２(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 長谷川修一、2013、『聖書考古学』、中央公論新社 (ISBN:978-4-12-102205-9) 

2. 長谷川修一、2014、『旧約聖書の謎』、中央公論新社 (ISBN:978-4-12-102261-5) 

3. 山我哲雄、2003、『聖書時代史 旧約篇』、岩波書店 (ISBN:978-4006000981) 

4. 長谷川修一、2011、『ヴィジュアル BOOK 旧約聖書の時代と世界』、日本キリスト教団出版局 (ISBN:978-4818407916) 

5. 月本昭男、1994、『目で見る聖書の時代』、日本基督教団出版局 (ISBN:978-4818401938) 

 

参考文献（Readings） 

1. Seymour Gitin, ed.,. 2006. Confronting the Past: Archaeological and Historical Essays on Ancient Israel in Honor of William G. 
Dever. Eisenbrauns (ISBN:978-1575061177) 

2. Jennie Ebeling et al, eds.,. 2017. The Old Testament in Archaeology and History . Baylor Univ Press (ISBN:978-1481307390) 

3. Thomas Levy, ed.. 2005. The Bible and Radiocarbon Dating: Archaeology, Text and Science,. Routledge (ISBN:978-

1845530570) 

4. William Dever. 2002. What Did the Biblical Writers Know and When Did They Know It?: What Archaeology Can Tell Us About 
the Reality of Ancient Israel. Eerdmans (ISBN:978-0802821263) 

5. P. M. Michèle Daviau. 1993. Houses and Their Furnishings in Bronze Age Palestine: Domestic Activity Areas and Artefact 
Distribution in the Middle and Late Bronze Ages. Sheffield Academic Press (ISBN:978-1850753551) 

6. Oded Lipschits et al, eds.. 2017. Rethinking Israel. Studies in the History and Archaeology of Ancient Israel in Honor of Israel 
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Finkelstein. Eisenbrauns (ISBN:978-1-57506-787-2) 

7. Eric H. Cline ed.,. 2015. 1177 B.C.: The Year Civilization Collapsed. Princeton Univ Press (ISBN:978-0691168388) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FF602 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

哲学への招待                      新座 

(Introduction to Philosophy) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
「知ること」と「思い出すこと」 

担当者名 

（Instructor） 
本郷 朝香(HONGOU ASAKA) 

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 年次入学者対象科目 

文学部所属学生履修不可 領域別 A科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

哲学において「知る」とは、特に「己を知る」とはどのようなことだと考えられてきたのかを学び、 

またそれを手がかりとして、自分なりに自己を考察する契機となせるようにする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

哲学では認識について、何もないところから新たに知ることと、もともとあったものを思い出すことという二種類の考え方がある。

本授業ではこれらの考え方を何人かの思想家に即して紹介し、最終的には自己を知ること、自己が自己になるとはどのようなこ

とかを考察してゆく。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. プラトン：想起説 

2. アリストテレス：可能態から現実態へ 

3. ライプニッツ：自己展開するモナド 

4. ロック：白紙に書き込まれる経験 

5. 物語における自己知：『オイディプス王』 

6. 物語における自己知：『ツァラトゥストラ』（１） 

7. 物語における自己知：『ツァラトゥストラ』（２） 

8. 物語における自己知：『ツァラトゥストラ』（３） 

9. 物語における自己知：『ツァラトゥストラ』（４） 

10. 物語における自己知：『道徳の系譜学』（１） 

11. 物語における自己知：『道徳の系譜学』（２） 

12. 物語における自己知：『道徳の系譜学』（３） 

13. 物語における自己知：『道徳の系譜学』（４） 

14. まとめ 

 

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

毎回の授業でやったことをまとめ、次回の授業に臨んでください。  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. ニーチェ、1973、『ツァラトゥストラ』、中公文庫 (ISBN:4122000106) 

2. ニーチェ、1940、『道徳の系譜学』、岩波文庫 (ISBN:4003363949) 

3. ソフォクレス、1986、『オイディプス王』、ちくま文庫 (ISBN:4480020128) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FF603 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

地域研究への招待                    新座 

(Introduction to Regional Studies) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
「地域」という理解 

担当者名 

（Instructor） 
森 雅文(MORI MASAFUMI) 

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 年次入学者対象科目 

文学部所属学生履修不可 領域別 A科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 フィールドワークに基づいた地域研究に必要な知識・技術・態度・問題意識などを、地域性の描出を目指した地理学と文化人類

学の諸研究を題材にして、学習する。既存のまなざしに服従するのではなく、それを尊重しながらも乗り越える人文学的態度を養

う。 

 

授業の内容（Course Contents） 

 人や情報の自在な移動・交流により地理的空間の変貌が顕わになった現代において、地域性という理解はいかに成立するの

だろうか。講義では、日本の南西諸島に関する諸研究を事例にして、把握した実態と研究枠組みとの齟齬に悩みながら「誌」とい

う記述の様式に落とし込む地域研究のプロセスを浮き彫りにする。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 地域という視座：基本概念の理解 

3. フィールドを学ぶ  （従来研究の時代性と文化性を踏まえて） 

4. フィールドで学ぶ  （文化のリアリティ：シャーマニズムを事例に） 

5. フィールドから学ぶ （内省的思考と理解の脱構築） 

6. フィールドを伝える （翻訳的理解と「誌」の現在性） 

7. インタールード：文化と地域性 

8. 文化を描く１ （相対主義の視座：社会構造の伝統性を事例に） 

9. 文化を描く２ （構築主義の視座：社会構造の状況性を事例に） 

10. 景観のアクチュアリティ１ （地域の空間構造） 

11. 景観のアクチュアリティ２ （文化とアイデンティティ） 

12. 語り場における「地域」：誰がために？ 

13. インタールード：地域の未来学に向けて 

14. まとめ：質疑と応答 

 

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

「学ぶ」ことは他人から課せられる作業ではありません。予習と復習は、講義内容の理解のために、自らの不足を自覚して補う学

生の基本的な営みです。そこで生じる新たな疑問や関心についての研鑽が発展的学習になります。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

中間テスト 〈授業前半分のテスト〉(40%)/最終テスト 〈授業後半分のテスト〉(40%)/２つのテスト 〈中間・最終〉 に付随する課題

(20%) 

質疑応答や任意の提出物（コメントペーパー・発展的学習の成果など）の内容は加算点として考慮する。 

 

テキスト（Textbooks） 

使用しない。 

 

参考文献（Readings） 

授業時に紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

シラバスを熟読の上で履修すること。 

授業では視聴覚資料を利用する。 

受講者への連絡（テストの日程等）は大学ポータルサイト（Blackboard）を利用する。 

 

注意事項（Notice） 
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■FF604 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

教育学への招待                     新座 

(Introduction to Pedagogy) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
教育実践と教育問題の社会学的探求に向けて 

担当者名 

（Instructor） 
山田 鋭生(YAMADA TOKIO) 

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 年次入学者対象科目 

文学部所属学生履修不可 領域別 A科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

学校教育の機能・実践・問題を分析するための諸概念をもとに、自らの学校経験や現在の教育問題について考察できるようにな

ること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

我々は誰もが様々な形で教育というものを経験してきており、それは誰にとっても身近なものであるといえるかもしれない。我々

は教育についての議論を様々なところで（テレビ、新聞、インターネット等々）目にするが、圧倒的に多いのは＜教育とはこうある

べき＞という「当為論」である。本授業ではそのような当為論とは距離をとり、学校教育に着目する中でそれが＜どのような機能を

もつのか＞、＜どのように行われ問題視されているのか＞について社会学的観点から考察を行っていく。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション：本講義の問題設定 

2. 近代公教育の成立過程 

3. 学校の社会的機能①：選抜・配分 

4. 学校の社会的機能②：社会化 

5. 教育実践を読み解く方法としての相互行為論 

6. 日常的場面の基盤と社会的相互行為としての教育実践 

7. 社会的相互行為としての教育実践①：授業の会話構造 

8. 社会的相互行為としての教育実践②：児童を学びにいざなう会話構造 

9. 社会的相互行為としての教育実践③：「学級」に教えるということ 

10. 学校教育の諸問題：いじめ・不登校の「現状」 

11. いじめ自殺問題の成立と根絶 

12. 学校におけるいじめ問題の解消実践①：カテゴリー論を手がかりにして 

13. 学校におけるいじめ問題の解消実践②：ナラティヴ・セラピーを手がかりにして 

14. 講義全体の総括 

 

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

適宜論文や文献を紹介するので、それらを積極的に読むことが望ましい。また、講義の中で検討する授業場面の映像やメディア

報道等を通して身のまわりの現象に関心を持って分析的に考察してほしい。 

 

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の提出(40%) 

講義内でリアクションペーパーに考察や意見を書くことを求め、それらを授業内容に反映させていく予定である。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FF605 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

歴史学への招待                     新座 

(Introduction to Historical Studies) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
日本近代史のなかの政治と軍事 

担当者名 

（Instructor） 
太田 久元(OTA HISAMOTO) 

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 年次入学者対象科目 

文学部所属学生履修不可 領域別 A科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

日本近代史における軍部と政治との関わりを取り上げ、軍部の政治的側面を検討することでその特質について考察する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

明治以降の日本において、軍部の果たした政治的役割は極めて大きいものがあった。本講義では、戦争に至る過程での軍部に

焦点をあて、史料を提示しつつ検討する。また、陸軍と海軍における差異にも着目し、講義を進める。近代の軍部と政治との関係

性について考察することで、現代の安全保障問題への関心を深める機会としてほしい。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 政軍関係論 

3. 陸海軍の創設と軍政機関の成立 

4. 西南戦争と軍人勅諭 

5. 軍令機関の成立と省部関係 

6. 明治憲法における統帥権と編制権 

7. 軍部大臣武官制と軍令の制定 

8. 二個師団増設問題と大正政変 

9. ワシントン海軍軍縮会議 

10. 大正デモクラシー下の軍部 

11. 総力戦体制 

12. ロンドン海軍軍縮会議と統帥権問題 

13. 海軍の組織構造の変遷と二元体制化 

14. 日独伊三国同盟と南進政策―アジア・太平洋戦争に至る道程― 

 

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関する指示は、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)(70%)/レポート(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特になし。 

 

参考文献（Readings） 

1. 戸部良一、2012、『シリーズ日本の近代―逆説の軍隊』、中央公論新社 (ISBN:978-4122056725) 

2. 黒沢文貴、2000、『大戦間期の日本陸軍』、みすず書房 (ISBN:978-4622036548) 

3. 池田清、1981、『海軍と日本』、中央公論新社 (ISBN:978-4121006325) 

4. 太田久元、2017、『戦間期の日本海軍と統帥権』、吉川弘文館 (ISBN:978-4642038621) 

また、講義の中で随時紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FF606 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

法への招待                       新座 

(Invitation to Law) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
法的視点の意義を学ぶ 

担当者名 

（Instructor） 
宮澤 弘(MIYAZAWA HIROSHI) 

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 年次入学者対象科目 

法学部所属学生履修不可 領域別 A科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

法学の基礎的な知識の獲得と法学的視点が持つ意義について理解します。 

 

授業の内容（Course Contents） 

   本講義では、法学の基礎的な知識を解説するとともに、法的な視点から個人そして社会を理解することの意味を説明していき

ます。 

   授業では、まず最初に入門的な文献を取り上げて基礎的な知識の獲得を目指し，その後にいくらか専門的な文献を読み進め

ていきます。授業で使用する講義用レジュメおよび文献資料は配布します。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. この講義について（授業の進め方、成績評価の方法、参考文献の紹介、事前学習の指示等） 

2. 法学ことはじめ（法学とはどのような学問か） 

3. どのような法があるか（法の存在形式：法源） 

4. 判例について１ 

5. 判例について２ 

6. 国家と個人の権利１ 

7. 国家と個人の権利２ 

8. 国家と個人の権利３ 

9. 不法行為と責任１ 

10. 不法行為と責任２ 

11. 不法行為と責任３ 

12. 近代法と法の経験１ 

13. 近代法と法の経験２ 

14. まとめ 

 

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

原則として授業時に指示した文献は次回までに必ず読んでおくこと。その他の準備学習については，初回授業時に説明する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特に指定しない。必要に応じて講義用レジュメと文献資料を配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 長尾龍一、2007 年、『法学ことはじめ 新版』、慈学社 

2. 田中成明、2016 年、『法学入門 新版』、有斐閣 

その他の参考文献は授業時に適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FF607 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

経営学入門                       新座 

(Introduction to Business) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
現代企業の経営戦略と組織運営を学ぶ 

担当者名 

（Instructor） 
羽田 明浩(HANEDA AKIHIRO) 

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 年次入学者対象科目 

経営学部所属学生履修不可 領域別 A科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

本講義を通して下記を修得することが主たる目標である 

①経営戦略と経営組織に関わる基礎的な理論を理解できる 

②マーケティングに関する基礎的知識を理解できる 

③事例を通して経営分析手法を理解できる 

 

授業の内容（Course Contents） 

「現代のビジネスを学ぶ」うえで必要な経営学の基礎的な理論を解説したうえで、企業経営の実例を用いて受講者の理解を深め

る講義を行う。 

後半の授業では、学園祭の模擬店運営、運動部・サークルの運営、受講者の学び舎である立教大学を採りあげ組織運営に関す

る理解を深める講義を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 現代のビジネスを学ぶ意義   

2. 会社の仕組みの解説 

3. 経営戦略 （1）経営理念と事業ドメイン 

4. 経営戦略 （2）競争戦略論 ポジショニングと資源ベース 

5. 経営戦略 （3）多角化戦略とポートフォリオマネジメント 

6. 経営組織 （1）組織の定義 

7. 経営組織 （2）組織デザイン 

8. 経営組織 （3）組織発展段階モデル 

9. マーケティング （1）基本概念と理論変遷 

10. マーケティング （2）セグメントとターゲティング 

11. 経営に関する意思決定理論 

12. 経営分析のフレームワーク 外部環境分析と内部経営資源分析 

13. 経営組織の分析  学園祭の模擬店運営、運動部・サークルの運営管理 

14. 経営の事例研究  立教大学の経営分析 

 

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

経済ニュース等「現代のビジネス」に関する時事問題に関心を持ってください。 

授業で指示した予習を行ったうえで授業に参加してください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(70%)/授業態度及び授業参加度(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 羽田明浩、2017、『ナースのためのヘルスケアＭＢＡ』、創成社 (978-4-7944-2497-6 C3034) 

2. 経営能力開発センター、2017、『経営学の基本』、中央経済社 (978-4-502-12421-1C3334) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FF608 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

社会学への招待１                    新座 

(Invitation to Sociology 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
社会問題の社会学 

担当者名 

（Instructor） 
福重 清(FUKUSHIGE KIYOSHI) 

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 年次入学者対象科目 

社会学部所属学生履修不可 領域別 A科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

現代社会に見られる社会問題をとらえ，分析するための諸理論を習得し，実際の社会問題を例に社会学的に分析・説明ができる

ようにする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

この講義では，現代の日本社会で「社会問題」として私たちの目の前に現れる現象を社会学的に解読することを通して，現代社

会を社会学的に理解する方法を学ぶ。  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 社会学とはどういう学問か（１） 

3. 社会学とはどういう学問か（２） 

4. 社会問題とは何か，社会問題の社会学は何を問うのか 

5. 社会システムの機能不全（１） 

6. 社会システムの機能不全（２）―社会解体としての社会問題 

7. 社会システムの機能不全（３）―社会病理としての社会問題 

8. 社会システムの機能不全（４）―社会的排除と差別 

9. 規範と価値の葛藤（１） 

10. 規範と価値の葛藤（２） 

11. 社会的定義としての社会問題（１）―ラベリング論 

12. 社会的定義としての社会問題（２）―スティグマの社会学 

13. 社会的定義としての社会問題（３）―社会構築主義 

14. まとめ―社会問題とその解決 

 

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

授業の中で講義内容と関連する参考文献などを紹介するので，関心のあるものについてはぜひそれらを読んでもらいたい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特定の教科書は用いない。毎回レジュメを配布し、講義内容に関連する参考文献はレジュメに記載する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 赤川学、2012、『社会問題の社会学（現代社会学ライブラリー９）』、弘文堂 (ISBN:4335501307) 

2. 中川伸俊、1999、『社会問題の社会学―構築主義アプローチの新展開』、世界思想社 (ISBN:4790707504) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FF609 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

コミュニティと福祉                   新座 

(Community  and Welfare) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
公共空間を考え，（再）構築するための基礎知識 

担当者名 

（Instructor） 
権 安理(GON ANRI) 

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 年次入学者対象科目 

コミュニティ福祉学部所属学生履修不可 領域別 A科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

様々な場面で見られている「空間 （space）」の（再）利用／リノベーションについて，ハード（建物）とソフト（共同性）の関係，公共

性や空間の理論，歴史的変遷をふまえて学ぶ。廃校や空家の活用事例の現状を知り，意義を理解する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

廃校や空き家が増加するなかで，その利活用が進んでいる。ここには、どのような歴史的，思想的意味があるのか。単に使われ

なくなった施設や建物，土地の再利用ということ以上の含意はないのか。このような関心から，講義の前半では，公共性，空間や

建物，共同性に関する原理的考察を行う。そのうえで後半では，廃校や空き家のリノベーション事例を見ていく。キーワードは、リ

ノベーション，コモンスペース，シェア，公共性，公私区分，空間の力など。以上を通じて，publicで common である space が，い

かに（再）構築されつつあるのかについて，基礎的かつ総合的な視から講義する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 公共性について 

3. 関係性の変容 

4. 空間の（権）力 

5. 空間（へ）の希求の歴史と現状 

6. 公共性の歴史と現状 

7. 公共性の歴史と現状 

8. 事例紹介：廃校の活用 

9. 事例紹介：同上 

10. 事例紹介：同上 

11. 事例紹介：同上 

12. 事例紹介：空き家の活用～ シェアハウス 

13. 事例紹介：空き家の活用～ エリア・リノベーション 

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関する指示は，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)(85%)/コメントカードと授業態度(15%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 権安理、2018、『公共的なるもの』、作品社 (ISBN:9784861826719) 

なし。 

 

参考文献（Readings） 

授業時に紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

視覚教材を多用し，初学者にもわかりやすくするよう努める。授業態度には厳しくする。私語や携帯，睡眠，スライドの撮影などは

厳禁。そのことを自覚（理解して賛同）したうえで履修すること。なお，授業の順番や内容を，多少変更する可能性がある。 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 590 - 

■FF610 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

観光学への招待                     新座 

(Introduction to Tourism) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
観光学と観光現象を理解する 

担当者名 

（Instructor） 
鄭 玉姫(JUNG OKHEE) 

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 年次入学者対象科目 

観光学部所属学生履修不可 領域別 A科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

観光学がどのような学問であるかを理解し，それに関する知識を体系的に身につける。また，多様な観光現象を把握し観光学の

考え方とその応用を学ぶ。 

 

授業の内容（Course Contents） 

観光学では，文化や産業，交通，地域，人の流れと観光現象とのかかわりについて多方面の研究が行われてきた。授業では，さ

まざまな観光現象に触れながら，現代社会における観光現象の諸相を，観光学の視点から把握する。代表的な国内外の観光地

域についても紹介し，映像資料を多用しながら進めていく。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業の概要：観光学とは，観光学の捉え方，見方 

2. 観光の歴史 1-1 

3. 観光の歴史 1-2 

4. 観光の歴史 2 

5. 観光の歴史 3 

6. 持続可能な観光について 

7. 農村地域における観光の展開１ 

8. 農村地域における観光の展開 2 

9. 海浜観光地域の展開 

10. 高原避暑地の形成 

11. 文化遺産と観光 

12. 観光データの地図化 

13. 観光政策と国際観光の動向 

14. コンテンツ・ツーリズムについて 

 

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

授業時に指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(70%)/授業内課題(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

毎回プリント資料を配布する。 

 

参考文献（Readings） 

授業内で適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FF611 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

文学への招待                      新座 

(Introduction to Literature) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
アメリカ文学―その特徴と展開 

担当者名 

（Instructor） 
藤村 希(FUJIMURA NOZOMI) 

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 年次入学者対象科目 

文学部所属学生履修不可 領域別 A科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

アメリカの代表的な作家の作品を読み、アメリカ文学の特徴と展開について学び考察します。 

 

授業の内容（Course Contents） 

19 世紀から現代にいたるアメリカの代表的な作家の作品を、その歴史的背景と対照させながら毎週 1 作品ずつ読みます。教員

による講義が中心となりますが、授業の進め方は受講者の人数に応じて調整します。受講者は、毎回の授業で各自の予習と講

義をもとにレスポンス・ペーパーを提出するとともに、授業で取り上げる作品について、自らの考察を論理的に展開するレポート

（読書感想文ではない）を初回の授業で配布する授業計画表に従って提出することになります。最終テスト（持ち込み不可）では、

講義に関する記述・論述形式の問題が出題されます。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業内容の説明とアメリカ文学の概説 

2. Nathaniel Hawthorne, “Wakefield” 

3. Edgar Allan Poe, “The Facts in the Case of M. Valdemar” 

4. Herman Melville, “Bartleby, the Scrivener”  

5. Sarah Orne Jewett, “William's Wedding” 

6. Jack London, “To Build a Fire”  

7. Edith Wharton, “Roman Fever” 

8. Ernest Hemingway, “The End of Something” 

9. William Faulkner, “That Evening Sun” 

10. James Baldwin, “Sonny's Blues” 

11. Bernard Malamud, “My Son the Murderer” 

12. Raymond Carver, “Chef's House” 

13. Jhumpa Lahiri, “The Third and Final Continent” 

14. 学期の振り返りと総括 

 

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

各回とも、取り上げる作品を翻訳で読んだうえで授業に出席してください。授業では、作品の英語原文を引用した資料を配布しま

す。授業の復習として、資料掲載の作品原文を、翻訳と照らし合わせながら辞書を引き自ら読むことを求めます。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度とレスポンス・ペーパーの内容(30%)/レポート(40%)/最終テスト(Final Test)(30%) 

欠席が 3 回を超えた場合や 2本のレポートが提出されない場合は、単位取得は不可となります。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 平石貴樹、2016、『アメリカ短編ベスト 10』、松柏社 

2. ジュンパ・ラヒリ（小川高義訳）、2003、『停電の夜に』、新潮文庫 

テキストに収録されていない作品はコピーを配布します。 

 

参考文献（Readings） 

1. 戸田山和久、2012、『新版 論文の教室 レポートから卒論まで』、NHKブックス 

授業で求められるレポート作成の準備として、参考図書『新版 論文の教室 レポートから卒論まで』を授業開始までに一読して

おくことを強く勧めます。その他の参考資料は、必要に応じて授業中に指示します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FF612 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

身体学への招待                     新座 

(invitation to studies of performing arts) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
パフォーマンスの思考と実践 

担当者名 

（Instructor） 
江口 正登(EGUCHI MASATO) 

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 年次入学者対象科目 

現代心理学部所属学生履修不可 領域別 A科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

（１）身体やパフォーマンスという事象／概念を巡るさまざまな言説や理論について学ぶ。 

（２）身体やパフォーマンスという事象／概念を主題とした、もしくはそれらに強く関わる芸術実践に関して、その理論的諸問題、歴

史、現状を学ぶ。 

（３）上記の（１）（２）を通じて、身体やパフォーマンスという事象／概念が、今日の世界で、また私たちの日々の生活の中で持つ

意味と可能性について思考していくための基礎を得る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

「身体パフォーマンス」とはやや漠然とした言葉ですが、本講義ではこれを「身体」と「パフォーマンス」にひとまず分解し、それぞれ

に検討した上で、あらためて両者が結びつく領域としての「身体パフォーマンス」について考えます。 

具体的には、講義の前半で身体やパフォーマンスを巡るさまざまな思想的言説や理論を概観し、中盤以降は、20 世紀前半から

今日にいたるまでの、芸術領域における様々な「身体パフォーマンス」の実践を概ね時系列順に検討していきます。 

なお、主題の性質上、グロテスクなものや、性的に過激なものなど、刺激の強い画像や映像を閲覧することがあります。そうした

ものに抵抗のある学生は、受講を控えることを勧めます。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 身体とパフォーマンスの思考１ 

3. 身体とパフォーマンスの思考２ 

4. 身体とパフォーマンスの思考３ 

5. ジョン・ケージ 

6. 美術におけるアクション 

7. ハプニングとフルクサス 

8. ウィーン・アクショニズム 

9. パフォーマンス・アート 

10. マリーナ・アブラモヴィッチ 

11. パフォーマンス以降の演劇 

12. ダンスと振付 

13. セクシュアリティ、エスニシティ、テクノロジー 

14. 記録とリエナクトメント 

 

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

必要に応じて授業中に指示します。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

都度、プリントによる資料を配布します。 

 

参考文献（Readings） 

必要に応じて指示します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

必要に応じて指示します。 

 

注意事項（Notice） 
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■FF613 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

いのちの尊厳と福祉                   新座 

(Sanctity of life and Welfare) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
病いと死に福祉はどう向き合うことができるのか 

担当者名 

（Instructor） 
結城 俊哉(YUKI TOSHIYA) 

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 年次入学者対象科目 

コミュニティ福祉学部所属学生履修不可 領域別 A科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

生と死の問題を通して，（憲法２５条）健康で文化的な生活を営む権利の意味を考える 

 

授業の内容（Course Contents） 

日本の死生観を手がかりとした医療人類学の知見と福祉の思想を重ね合いながら，生命の尊厳とは何かをとおして福祉の本質

を考えることに挑戦してみたい。受講者には，適宜，視覚教材としての DVD を使用するなどの工夫を行なう。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 日本人と死・・死者が語ること 

2. 日本人の死生観と現代の医療のあり方 

3. 病名告知（がん・エイズ・難病）意味について 

4. 「慢性疼痛」と医療の考え方 

5. 医療の進歩と文化の軋みの意味 

6. 脳死と臓器移植の問題 

7. がん・エイズをはじめとする病気のイメージとは 

8. 患者の当事者としての家族という病 

9. 「医」の肥大化がもたらすもの 

10. 民間療法と現代医療 

11. 医療人類学からみた日本人の死と生 

12. 文化と病気，そして医療人類学 

13. 病気と治療の関係論 

14. まとめ（傾向と対策） 

 

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

授業への参加度と課題レポートは重視します。 

講義の中での話を発展させた文献も適宜紹介するので，積極的に発展的な学習を期待致します。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(70%)/授業への参加度(10%)/中間課題レポート(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特に無いが適時紹介する。 

 

参考文献（Readings） 

医療人類学関係の文献を各自参考にしてほしい。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FF701 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

キリスト教学への招待 

(Introduction to Christian Studies) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
「聖書」と「考古学」はどう関わってきたか 

担当者名 

（Instructor） 
宮崎 修二(MIYAZAKI SHUJI) 

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 年次入学者対象科目 

文学部所属学生履修不可 領域別 A科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「聖書」という宗教文書の理解に考古学はどのような役割を果たすのか。考古学調査に対して、聖書信仰はどのような影響を与え

てきたのか。両者の関係の歴史を辿りながら、聖書研究、考古学研究、西アジア古代史研究の将来を展望する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

講義形式で、聖書思想、イスラエル史研究、考古学調査の関係をそれぞれの立場から多角的に検討していく。それぞれの分野に

ついての入門的な知識にも触れていく。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション、「聖書考古学」とはなにか 

2. 聖書における歴史と考古学 １（「聖書」という書物について） 

3. 聖書における歴史と考古学 ２（歴史的・地理的概観） 

4. イスラエルの起源から見る聖書と考古学（１）時代像 

5. イスラエルの起源から見る聖書と考古学（２）聖書解釈と考古学 

6. 古代の生活を探る（１）Household Archaeology とフェミニズム 

7. 聖書考古学の歴史（１）前史と黎明期 

8. 聖書考古学の歴史（２）方法論の進展 

9. 聖書時代の文化的考察の諸相（１）アブラハムは実在したのか？ 

10. 聖書時代の文化的考察の諸相（２）王国時代史 

11. 古代史の中の「聖書」の地：「海の民」と「1200 年問題」 

12. 古代イスラエル宗教と考古学 

13. 古代の生活を探る（２）エスニシティと物質文化 

14. まとめ 

 

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

「テキスト」に指定した書籍のうち、長谷川「聖書考古学」、山我「聖書時代史」を学期中に各自通読すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(70%)/中間課題１(10%)/中間課題２(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 長谷川修一、2013、『聖書考古学』、中央公論新社 (ISBN:978-4-12-102205-9) 

2. 長谷川修一、2014、『旧約聖書の謎』、中央公論新社 (ISBN:978-4-12-102261-5) 

3. 山我哲雄、2003、『聖書時代史 旧約篇』、岩波書店 (ISBN:978-4006000981) 

4. 長谷川修一、2011、『ヴィジュアル BOOK 旧約聖書の時代と世界』、日本キリスト教団出版局 (ISBN:978-4818407916) 

5. 月本昭男、1994、『目で見る聖書の時代』、日本基督教団出版局 (ISBN:978-4818401938) 

 

参考文献（Readings） 

1. William Dever. 2017. Beyond the Texts: An Archaeological Portrait of Ancient Israel and Judah, . Society of Biblical Literature 

(ISBN:978-0884142188) 

2. Michael D. Coogan et al.,. 2012. Stories from Ancient Canaan. Westminster John Knox Press (ISBN:978-0664232429) 

3. Jennie Ebeling,. 2010. Women's Lives in Biblical Times,. T&T Clark (ISBN:978-0567196446) 

4. Rainer Albertz et al. eds.,. 2014. Family and Household Religion: Toward a Synthesis of Old Testament Studies, Archaeology, 
Epigraphy, and Cultural Studies. Eisenbrauns (ISBN:978-1575062884) 

5. Iain Provan et al.. 2015. A Biblical History of Israel. Westminster John Knox Press (ISBN:978-0664239138) 

6. Daniel L. Pals,. 2014. Nine Theories of Religion. Oxford Univ Press (ISBN:978-0199859092) 

7. John Bowen,. 2017. Religions in Practice: An Approach to the Anthropology of Religion. Routledge (ISBN:978-1138221123) 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FF702 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

哲学への招待 

(Introduction to Philosophy) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
哲学の発想法を知る 

担当者名 

（Instructor） 
佐々木 一也(SASAKI KAZUYA) 

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 年次入学者対象科目 

文学部所属学生履修不可 領域別 A科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

哲学特有の考え方を知る。社会制度が哲学によって設計されていることを知る。自分の生活実感に基づく人生観や世界観と哲学

によるそれらとの違いを知る。近代哲学と現代哲学の違いを知り、将来に向けた哲学的課題を自覚する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

英語で philosophy という「哲学」の名前が元来ギリシャ語であることからわかるとおり，哲学は古代ギリシャという一地域で始まっ

たローカルな思考文化である。近代化の過程でグローバルに使用されるようになった哲学の発想の原点を知り，日本の伝統的発

想法との異同を自覚して，自分の将来を考える道具として哲学を使って考えてみる。日常生活の中から哲学の問題を拾いつつ，

未来の哲学を見据えて現代という状況を考えてみたい。講義のスタイルをとるが，適宜参加者の意見や感想を表明してもらいな

がら，授業を進める。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 哲学への気づき：本質への問い 

2. 古代ギリシャのロゴス：秩序と論理 

3. 現代社会に隠れている哲学：社会と世間のずれ 

  第１回中間レポート課題提示 

4. 近代哲学の特徴（１）：人間主体主義 

5. 近代哲学の特徴（２）：合理主義 

6. 近代哲学の特徴（３）：客観主義 

7. 現代哲学の特徴（１）：哲学の自己批判 

8. 現代哲学の特徴（２）：徹底的自由主義 

9. 現代哲学の特徴（３）：相対主義 

  第２回中間レポート課題提示 

10. 私たちの哲学問題（１）：生まれたこと・命 

11. 私たちの哲学問題（２）：愛と恋愛 

12. 私たちの哲学問題（３）：人生と選択 

13. 私たちの哲学問題（４）：社会へのかかわり 

14. まとめ：哲学への扉を開けよう 

 

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

次回プリントを Blackboardに事前にアップするので，授業までに自分でダウンロードして必ず一読して，自分なりの課題を見つけ

てくること。プリントは自分で印刷して持参すること。授業中にマイクを回して意見を求めることがある。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(50%)/第１回中間レポート(10%)/第２回中間レポート(20%)/リアクションペーパー(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

プリントをダウンロードできるようにする。 

 

参考文献（Readings） 

授業中に指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FF703 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

哲学への招待 

(Introduction to Philosophy) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
イメージ思考の可能性に向けて 

担当者名 

（Instructor） 
今村 純子(IMAMURA JUNKO) 

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 年次入学者対象科目 

文学部所属学生履修不可 領域別 A科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 存在や倫理をイメージとして捉え直し、それを自分自身の言葉で表現できるようになることを目標としています。 

 

授業の内容（Course Contents） 

 「すべての学問は、哲学となったのちに詩となる」というノヴァーリスの言葉は、わたしたちの生に知性が不可欠であること、さら

にその知は、究極的には、わたしたちが抱く美的感情において輝き出ることをあらわしていると言えるでしょう。このことは、たとえ

ば、『イーリアス』や『平家物語』が口承されてきたという事実のうちに、そして、そうしたいと思う「なにものか」がわたしたちそれぞ

れの心に兆す不思議さのうちに、感得されるのではないでしょうか。 

  この講義では、ヴェイユ、シオラン、アガンベンといった哲学者たちの思想を手がかりにしつつ、芸術作品が醸し出す美の閃光

において映し出された善や正義（あるいは悪や不正義）が、どのようにしてわたしたちの想像力（＝イメージする力）を十全に開花

させ、類比的思考を促すのかを考察してみたいと思います。 

 

★取り上げる予定の映画／文学：宮崎駿監督『風立ちぬ』、王兵（ワン・ビン）監督『鳳鳴（フォンミン）——中国の記憶』、ジョン・フォ

ード監督『わが谷は緑なりき』など／松浦理英子『ナチュラル・ウーマン』、ミラン・クンデラ『存在の耐えられない軽さ』、D.H.ロレン

ス『チャタレイ夫人の恋人』など 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. われ〈イメージする〉、ゆえにわれあり 

2. 言葉と「具体的なるもの」 

3. 現象からイメージへ 

4. イメージのまがい物 

5. 想像力と欲望の問題 

6. リアリティとは何か 

7. イメージにおける「相反するものの一致」 

8. 詩は絵のごとく/絵は詩のごとく 

9. 資本主義と詩 

10. 暴力と詩 

11. 科学技術時代のイメージ思考 

12. 言葉、絵画、音楽のあわい 

13. 「芸術創造」と「生の創造」 

14. 美学(見ること)から詩学(創ること)へ 

 

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

 授業で学んだイメージ思考を、日常生活や実際の読書体験のなかで類比的に捉え直し、表現することを心がけてください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(60%)/受講態度・積極性(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. シモーヌ・ヴェイユ著、今村純子編訳、2018、『シモーヌ・ヴェイユ アンソロジー』、河出文庫 

その他、授業中にプリントを配布します。 

 

参考文献（Readings） 

1. 今村純子著、2010、『シモーヌ・ヴェイユの詩学』、慶應義塾大学出版会 (ISBN:978-4766417289) 

2. 今村純子編、2011、『現代詩手帖特集版 シモーヌ・ヴェイユ』、思潮社 (ISBN:978-4783718680) 

3. シモーヌ・ヴェイユ著、今村純子訳、2011、『前キリスト教的直観』、法政大学出版局 (ISBN:978-4588009648) 

4. ミクロス・ヴェトー著、今村純子訳、2006、『シモーヌ・ヴェイユの哲学』、慶應義塾大学出版会 (ISBN:978-4766412628) 

その他、授業中に、多数、指示します。 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FF704 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

歴史学への招待 

(Introduction to Historical Studies) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
日本近世の身分について考える 

担当者名 

（Instructor） 
後藤 雅知(GOTO MASATOSHI) 

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 年次入学者対象科目 

文学部所属学生履修不可 領域別 A科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

江戸時代、すなわち日本近世の社会の大きな特徴の一つは、身分制社会であったことである。現代社会とは異なる身分制社会

は、どのような特徴をもつ社会であったのか、具体的なありようを理解することを目的とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

日本近世の社会は身分制社会であった。このことは周知のことであろう。一般的には士農工商という身分制度があったと思われ

がちであるが、そうした簡単な社会でなかったことは、天皇や僧侶、神主などが存在したことから、すぐに理解できよう。ではどの

ような身分制であったのか、どのような社会であったのか、それを具体的に明らかにしてゆく。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 身分社会の捉え方（１） 

3. 身分社会の捉え方（２） 

4. 身分社会の捉え方（３） 

5. 身分社会の捉え方（４） 

6. 身分的中間層（１） 

7. 身分的中間層（２） 

8. 身分的周縁（１） 

9. 身分的周縁（２） 

10. かわた身分 

11. 非人身分 

12. 多様な身分のありよう（１） 

13. 多様な身分のありよう（2） 

14. まとめ 

 

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

授業時間に適宜指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(40%)/出欠確認を兼ねたコメントペーパーおよび複数回のレポート提出(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 塚田孝、2010、『近世身分社会の捉え方』、部落問題研究所 (ISBN:4829810777) 

その他は適宜指示する。 

 

参考文献（Readings） 

適宜指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

30 分以上の遅刻は認めないので、入室を禁止する。４分の３以上の出席が確認できない場合、単位履修はできない。 

 

注意事項（Notice） 
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■FF705 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

歴史学への招待 

(Introduction to Historical Studies) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
古代地中海世界の宗教と社会 

担当者名 

（Instructor） 
師尾 晶子(MOROO AKIKO) 

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 年次入学者対象科目 

文学部所属学生履修不可 領域別 A科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 中学や高校の世界史のような暗記科目ではない歴史学の手法を学ぶ。史資料をもとに古代地中海に生きた人びとが聖域をど

のようなものとしてとらえ、宗教をどのように実践していたかを多面的に考察する。こうした作業を通じて、史資料へのアプローチ

の仕方、史資料読解の楽しみと手法を体得する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

 現代世界においても政治、社会と宗教は複雑かつ密接に関わりあっている。本講義では、古代地中海世界における聖域と社会

のあり方を多様な史資料にもとづきながら考察することから、人間の精神の営みでもある宗教と社会の関わりについての考え

方、見方を提示してゆく。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. はじめに 聖域とは何か 

2. 時の管理（1）暦のコントロール 

3. 時の管理（2）祭暦の記録と記憶 

4. ある市民の一生 

5. ポリスの祭典（1） 

6. ポリスの祭典（2） 

7. ポリスの祭典（3） 

8. 新しい宗教の導入（1）新しい宗教が導入されるとき 

9. 新しい宗教の導入（2）外国人のための聖域 

10. 新しい宗教の導入（3）神々の混交 

11. 新しい宗教の導入（4）支配者崇拝 

12. 祭典のネットワーク（1） 

13. 祭典のネットワーク（２） 

14. おわりに 

 

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

 各自教科書を読み進めておくこと。また配付資料の理解に努め、予習復習をおこなうこと。詳細については、別途指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/リアクションペーパーの内容(40%)/中間小レポート(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 浦野聡編、2017、『古代地中海の聖域と社会』、勉誠出版 (ISBN:9784585221678) 

授業時ないし Blackboardを通じて別途プリントを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

初回授業時に提示する。また随時参考文献を紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 パワーポイントを使用した講義形式で、資料配布については Blackboardを使用する。受講人数によっては、グループディスカッ

ションおよびグループ作業をおこなう。 

 

注意事項（Notice） 
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■FF706 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

歴史学への招待 

(Introduction to Historical Studies) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
西洋史を中心とした、人間社会と「歴史」の関係 

担当者名 

（Instructor） 
大谷 哲(OTANI SATOSHI) 

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 年次入学者対象科目 

文学部所属学生履修不可 領域別 A科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

古代西洋から現代日本に至るまで、人類が様々に展開してきた「歴史の見方・語り方」を学び、それらの「歴史」と同時代社会との

関わりを考えることで、現代日本で歴史と社会を見る上での基本的な視角を獲得する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

人間が望ましい社会を構築し維持していくためには、自分たちが属する社会の成り立ちに対して鋭い視線を投げかけつづけるこ

とが欠かせない。人類は歴史という形で自分たちの過去を見つめ、それを語ることで現代の社会を振り返ってきた。この授業では

古代・中世のヨーロッパを起点として現代日本に至るまで、人類が様々に展開してきた「歴史の見方・語り方」を辿る。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業ガイダンス 歴史とは何か 成績評価法と課題等 

2. 異世界としての過去をのぞき見る 中世ヨーロッパの動物裁判 

3. 歴史学の意義 「日本人が古代ローマ史学んでどうすんの？」 

4. 歴史学者の技を盗め 史料批判というスキル 調査実技 

5. 史料批判と歴史の知識 映画『羅生門』を参考に 

6. 歴史を書くとはいかなる行為か 年表から見える著者の認識 

7. 歴史家を縛る歴史の枠組み 「普遍史」を事例に 

8. 「普遍史」の崩壊 科学 vs 聖書 

9. 我々に歴史を見せるものは何か 史料の特質と裏側を見透かす 

10. ゲストスピーカー講演（予定） 

11. 先入観とステレオタイプ 何が私たちの眼を曇らせるのか 

12. 歴史学とフィクションとエンターテイメント  

13. 創られる伝統 常識を疑え 

14. まとめ 

 

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

授業時に適宜指示する。各回の授業計画は受講者と相談の上途中で変更する可能性があるので、たとえば「ヘーゲル」って何

だ？等の予習は必要ない。ただし、第一回授業には必ず参加すること。不可能な場合は第一回授業前日までに、

5544223@rikkyo.ac.jp に連絡すること。また、高校世界史Ｂ程度の知識があることが望ましいが必須ではない。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

小テスト（ランダム）(90%)/授業内ディスカッションなどへの貢献(10%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業内で適宜プリント等を配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 遅塚 忠躬、2010、『史学概論』、東京大学出版会 (ISBN:978-4130211000) 

2. 小田中 直樹、2004、『歴史学ってなんだ?』、PHP研究所 (ISBN:978-4569632698) 

3. E.H. カー（著） 清水 幾太郎 （翻訳）、1962、『歴史とは何か』、岩波書店 (ISBN:978-4004130017) 

4. 服部 良久、2010、『人文学への接近法 ―西洋史を学ぶ』、京都大学学術出版会 (ISBN:978-4876989485) 

5. E・マイヤー （著）、 M・ウェーバー （著）、森岡 弘通 （翻訳）、1965、『歴史は科学か』、みすず書房 (ISBN:978-4622005148) 

6. 土肥 恒之、2012、『西洋史学の先駆者たち』、中央公論新社 (ISBN:978-4120043987) 

7. 大戸 千之、2012、『歴史と事実―ポストモダンの歴史学批判をこえて』、京都大学学術出版会 (ISBN:978-4876988570) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

ゲストスピーカー講演は、ゲストの予定により授業日の変更ないしは中止もあり得るのでご了承いただきたい。 
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注意事項（Notice） 
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■FF707 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

歴史学への招待 

(Introduction to Historical Studies) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
日本同時代史 

担当者名 

（Instructor） 
中村 一成(NAKAMURA KAZUNARI) 

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 年次入学者対象科目 

文学部所属学生履修不可 領域別 A科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 今日の日本社会における諸問題の形成過程を, 歴史的に位置づけて理解すること｡加えて，そうした理解を文章の形で的確に

説明できるようになること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

 いつの時代にも ｢転換期｣ や ｢時代の岐路｣ が意識されるものだが, 今日の日本で暮らす我々もまた先行きの不透明な時代

を生きている｡ そのなかで自身の立ち位置を的確に理解するためには， 眼前の事態にのみ拘泥するのではなく，時間軸に沿っ

て思考の射程を過去に拡張し ｢後ろから前を視る｣ という思考様式，すなわち「歴史的思考様式」 を身に着けることが望ましい｡ 

この際, 思考の起点を過去の方向に延ばせば延ばすほど自身の立ち位置はより明瞭となり, さらには ｢より確からしい未来｣ を

展望することができるようになるであろう｡ とはいえ時間の制約もあり，本講義では今日の時点より 70 年ほど遡って検討するにと

どまる。受講者には本講義で「歴史への扉」を叩き，さらなる過去社会への探求に踏み出す機会としてほしい。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1.  イントロダクション ―｢同時代史｣をめぐって 

2.  高度成長と様々な社会問題(1) ―社会移動と産業構造の変容 

3.  高度成長と様々な社会問題(2) ―高度成長の終焉と成長政策への疑義 

4.  ｢経済大国｣と企業支配(1) ―長時間労働と女性差別 

5.  ｢経済大国｣と企業支配(2) ―社会統合と｢企業社会｣ 

6.  ｢プラザ合意｣の衝撃 ―日本現代史の一つの転換点 

7.  経済のグローバル化と新自由主義的｢改革｣ (1) ―規制緩和と『新時代の｢日本的経営｣』 

8.  経済のグローバル化と新自由主義的｢改革｣ (2) ―｢六大改革｣と揺り戻し 

9.  ｢構造改革｣と政権交代 (1) ―小泉政権論 

10.  ｢構造改革｣と政権交代 (2) ―日本社会の変容と｢改革｣の混迷 

11.  ｢構造改革｣と政権交代 (3) ―民主党政権論 

12.  今日の社会経済構造 (1) ―安倍政権論 

13.  今日の社会経済構造 (2) ―野党とオルタナティヴ 

14.  歴史からみる 21 世紀への展望 ―｢成長経済｣を問う 

 

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

 日々の新聞記事や TVニュースに関心を持って目を配ること｡ また講義中に紹介する参考文献を実際に手に取って読んでみる

こと｡ 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/中間レポート(20%)/小テスト(40%) 

本講義は決して「楽勝科目」ではない。レポート課題では「課題文献の要約とそれにもとづく考察」が課せられる。講義内容の理解

を前提として，課題文献のほか参考文献をも読み込んだ上で大量の文章を書かなければならないし，評価基準を満たさないレポ

ートには当然のことながら低い評価しか与えられない。再提出を要求する場合すらある。講義と課題を通じて知的に成長したいと

いう強い意欲を持つ受講者の履修を期待する。 

 

テキスト（Textbooks） 

 特に指定しない｡ 適宜プリント資料を配布する｡ 

 

参考文献（Readings） 

 講義の中で随時紹介する｡ 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■FF708 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

歴史学への招待 

(Introduction to Historical Studies) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
中・近世ヨーロッパ都市の社会と文化 

担当者名 

（Instructor） 
井上 周平(INOUE SHUHEI) 

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 年次入学者対象科目 

文学部所属学生履修不可 領域別 A科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

時代と地域という二重の意味で異文化である中・近世ヨーロッパの社会・生活文化の理解を通して、歴史や文化をその文脈のな

かに位置づけて把握する態度を身につける。また、歴史に関する知見が、どのようなアプローチや史資料に基づいて得られたも

のなのかを考えられるようにする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

中世から近世にかけてのヨーロッパの都市社会を取り上げ、さまざまな角度から捉えることで歴史的側面から社会・文化の多様

性を学ぶとともに、歴史研究のさまざまなアプローチの可能性についても考えていく。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 都市へのアプローチ 

3. 中世都市の成立とその社会構造 

4. 職業と同職組合 

5. 市民の日常と家 

6. 黒死病と危機の時代 

7. 都市の衛生環境 

8. 都市と大学、中世の医学 

9. 医療家たち：理髪師と瀉血 

10. 入浴文化と公衆浴場 

11. 社会の周縁：「レプラ」 

12. 社会の周縁：死刑執行人 

13. 社会の周縁：助産婦と「魔女」 

14. まとめ 

 

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

世界史とヨーロッパの地理の概要については、あらかじめ確認しておくことを勧めたい。また、講義内で参考文献を示した場合

は、適宜閲読して欲しい。それ以外の指示は、必要に応じて授業内で行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/コメントペーパーの内容(40%)/授業内の小テスト(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 河原温、1996、『中世ヨーロッパの都市世界』、山川出版社 (ISBN:9784634342309) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業スケジュールは変更される可能性もある。諸々の変更点については授業内で指示する。 

 

注意事項（Notice） 
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■FF709 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

地域研究への招待 

(Introduction to Regional Studies) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
ツーリズムから地域を考える 

担当者名 

（Instructor） 
呉羽 正昭(KUREHA MASAAKI) 

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 年次入学者対象科目 

文学部所属学生履修不可 領域別 A科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

多角的な視点から地域を理解する方法を習得する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

地域研究のもとになる、環境論や地域の概念、地域的観点を解説するとともに、ヨーロッパや日本の観光地域を題材として具体

的な研究アプローチやフィールドワークの方法についても触れる。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 環境論とは何か？ 

2. 環境決定論と可能論 

3. 地域とは何か？ 

4. 地域は変化する 

5. 地域は結びつく 

6. 地域とツーリズム 

7. ヨーロッパアルプスにおけるツーリズムの時間的展開 

8. ヨーロッパアルプスにおけるツーリズムの地域的展開 

9. オーストリアのスキーリゾート 

10. 日本のスキーリゾートの発展プロセス 

11. 日本のスキーリゾートの停滞 

12. ヨーロッパの世界遺産とツーリズム 

13. ウィーンの都市ツーリズム 

14. 総括 

 

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

参考文献で学習内容を深めること。メディアなどのさまざまな情報に敏感になり、日常生活圏以外の地域について興味をもつこと

を心がけてほしい。 

 

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の内容(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

教科書は使用しない。講義内容の説明で使用する図表が印刷された資料を配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 松岡憲知ほか、2007、『地球環境学』、古今書院 (ISBN:978-4772252034) 

2. 中村和郎ほか、1991、『地域と景観』、古今書院 (ISBN:978-4772212304) 

3. 呉羽正昭、2017、『スキーリゾートの発展プロセス』、二宮書店 (ISBN:978-4817604231) 

4. 小林浩二ほか、2012、『拡大 EU とニューリージョン』、原書房 (ISBN:978-4562091898) 

5. 淡野明彦ほか、2016、『観光先進地ヨーロッパ』、古今書院 (ISBN:978-4772231800) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FF710 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

地域研究への招待 

(Introduction to Regional Studies) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
地域を読み解く方法を学ぶ 

担当者名 

（Instructor） 
中台 由佳里(NAKADAI YUKARI) 

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 年次入学者対象科目 

文学部所属学生履修不可 領域別 A科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

地域を多角的な視点から読み解き、記述する方法を学ぶ。資料の選択、文献の探し方などを学び、総合してまとめる力を養う。 

 

授業の内容（Course Contents） 

地域研究のための基礎的なアプローチの仕方、テーマ設定、データの収集方法などを学ぶ。地域研究のテーマに基づき口頭発

表を行う。テーマに沿って各自の分担部分を資料、文献などに基づきレポートにまとめる。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 地域を学ぶことの意義を考える。 

2. 地域研究の方法－アプローチの仕方１ 

3. 地域研究の方法－アプローチの仕方 2 

4. 地域研究の方法－アプローチの仕方 3 

5. 「地域研究の方法」事例紹介１ 

6. 「地域研究の方法」事例紹介２ 

7. 「地域研究の方法」事例紹介３ 

8. 地域研究の方法－フィールドワークの方法１ 

9. 地域研究の方法－フィールドワークの方法 2 

10. 地域研究の方法－フィールドワークの方法 3 

11. 地域研究の実践１ 

12. 地域研究の実践 2 

13. 「地域を活かす」方法を探る 

14. 「都市を活かす」方法を探る 

 

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

事前に配布された資料を読んで準備学習を行う。テーマに基づき口頭発表の準備を行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

口頭発表(30%)/出席兼コメントカード(30%)/口頭発表のまとめレポート(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

テキストは使用しない。適宜プリントを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 村山祐司編、2006、『地域研究』、朝倉書店 

2. 梶田 真他編、2012、『地域ことはじめ』、ナカニシヤ出版 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FF711 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

教育学への招待 

(Introduction to Pedagogy) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
人工知能・ロボットと教育をめぐる思想・哲学 

担当者名 

（Instructor） 
渡辺 哲男(WATANABE TETSUO) 

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 年次入学者対象科目 

文学部所属学生履修不可 領域別 A科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

（1）多様な学問領域を接続する役割を果たすという、教育学の固有の役割を理解する。 

（2）人工知能やロボットに関する諸研究を「教育」の視点から読み解くことで、これからの「教育」、ひいては「人間」をどう考えてい

けばよいのか、受講者なりの知見を獲得する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

国立情報学研究所の新井紀子教授を中心とした「東ロボくん」プロジェクトの成果によって、人工知能の文章読解力が中高生を

上回るというケースが出てきた。私たちは、これを「テクノロジーの進歩だ」と喜んでいる場合ではない。この事実は、人間が、実は

「文章を読めていなかった」ことを示すし、これまでの教育は、いってしまえば「ロボットづくり」をしていたのだ（ロボットと人間の境

界が曖昧になる）ということをも示す。同プロジェクトが東大入学を目指すのをひとまず断念し、人間らしい「読む」という営為とは

どういうものかを探究する方向に舵を切ったのは、当然である。本講では、人工知能やロボットの進化と人間との関わりを、「教育

（学）」で読み解いてみたい。したがって、本講は理系的なテクノロジー進化論を講ずるのではない。先んじていってしまうと、人工

知能の進化によって人間の不思議さや矛盾的なものが露わになるということと、そこに「教育」という営為がどう関わりうるのかを

考えるということである。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション：aiboが可愛くて仕方がない私 

2. 先代 AIBOの合同葬をする人々：AIBOに「いのち」はあるのか？ 

3. 東ロボくんプロジェクトの「挫折」と新展開：人間と人工知能の接近をふまえて 

4. 自動運転の普及とそれに付随する問題（1）：法的な問題 

5. 自動運転の普及とそれに付随する問題（2）：「オートメーション・バカ」 

6. 人工知能の発達と人間の言語の問題（1）：グランクラスの対話をめぐって 

7. 人工知能の発達と人間の言語の問題（2）：近年の研究動向から 

8. 人工知能の発達と労働（1）：「人間の職業が奪われる」ことと「教育」をめぐって 

9. 人工知能の発達と労働（2）：社会福祉政策との関係 

10. 人間と人工知能の性愛は可能か？ 

11. 新世代ロボットの「不完全性」：「弱いロボット」をめぐって 

12. 人間は発展に向かうハシゴを下りることができるか？：アクターネットワーク理論を手がかりに 

13. アクターネットワーク理論と aibo（AIBO）、AI将棋ソフト 

14. ロボットと死と宗教、まとめ 

 

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

（1）事前にプリントを配布して次回の授業までに読了しておくよう求めることがある。 

（2）扱うテクストは難度の高い内容が多いので、授業後の復習は不可欠である。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(100%) 

筆記試験の問題は事前公表せず。持込不可。毎回出席をとる。初回を欠席する場合は事務的情報は自分で得ること。 

 

テキスト（Textbooks） 

使用しない。 

 

参考文献（Readings） 

1. 小笠原喜康・朝倉徹編、2017、『哲学する道徳：現実世界を捉え直す授業づくりの新提案』、東海大学出版部 

(ISBN:9784486021438) 

2. 新井紀子、2014、『ロボットは東大に入れるか』、イースト・プレス (ISBN:9784781690643) 

3. 久保明教、2015、『ロボットの人類学』、世界思想社 (ISBN:9784790716495) 

4. 井上智洋、2016、『人工知能と経済の未来：2030 年雇用大崩壊』、文藝春秋 (ISBN:9784166610914) 



 - 609 - 

その他は、授業中に適宜提示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

・受講者と授業担当者の対話や受講者同士の議論の場面を多く取り入れる授業であるので、そのつもりで受講して欲しい。 

・いわゆる「楽勝科目」ではなく、出席確認をするし、授業に出ていないと解答不可能な試験を出題するので、就活などで授業を

多く休むことがわかっている人や、卒業単位が危ないという人には向かない。 

 

注意事項（Notice） 
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■FF712 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

法への招待 

(Invitation to Law) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
法律学案内 

担当者名 

（Instructor） 
長谷川 遼(HASEGAWA RYO) 

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 年次入学者対象科目 

法学部所属学生履修不可 領域別 A科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

法律学とはどのような学問であるか、法がどのように社会に関わっているかを知る 

 

授業の内容（Course Contents） 

 法律学と聞くとどこか無味乾燥なお堅い分野に感じ、生活の中で法との関わりを実感することもあまりない人が多いと思いま

す。しかし実際には、法律学はとても豊かで味わい深い内容を持っており、法は私たちの社会の至るところで重要な役割を果たし

ています。この授業では、法律学においてどのようなこスタイルの議論がなされているのか、どのような法分野が私たちの生活と

どのように関わっているのか、という点について、様々な分野の議論を紹介しつつ検討していきます。 

 授業では、最初に法律学における議論・思考の型を簡単な例を使って実感してもらいます。その後は、民事法・刑事法・公法の

各分野から、身近な、あるいは、時事的な問題を取り上げて、実際の法律について上述の議論・思考の型も念頭に置きつつ、検

討していきます。 

 なお、授業では学生への質問も活発に行う予定なので、積極的な受講態度が期待されます。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 法律学とはどのような分野か 

2. 民事法１ 

3. 民事法２ 

4. 民事法３ 

5. 民事法４ 

6. 民事法５ 

7. 民事法６ 

8. 刑事法１ 

9. 刑事法２ 

10. 刑事法３ 

11. 公法１ 

12. 公法２ 

13. 公法３ 

14. まとめ 

 

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

適宜検討課題を示す 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

適宜参考文献を示す 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FF713 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

法への招待 

(Invitation to Law) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
経済社会と法 

担当者名 

（Instructor） 
早川 雄一郎(HAYAKAWA YUICHIRO) 

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 年次入学者対象科目 

法学部所属学生履修不可 領域別 A科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

経済社会において法がどのような役割を果たしているのかについての理解を深めること 

 

授業の内容（Course Contents） 

私たちが経済生活を送るうえで、法律は欠かせない役割を果たしている。この講義では、経済社会に関係する事柄のうち、特に

消費者に関連する問題を取り上げ、消費者を保護するために法がどのような仕組みを設けているのかを学習する。 

授業時には学生に対して質問を行い、発言を求めることを予定している。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 市場と法：市場機能を通じた消費者の保護① 

3. 市場と法：市場機能を通じた消費者の保護② 

4. 市場と法：市場機能を通じた消費者の保護③ 

5. 不当表示と景品の規制①商品やサービスの表示の規制 

6. 不当表示と景品の規制②景品の規制（「おまけ」などの規制） 

7. 不当表示と景品の規制③「公正マーク」の意味 

8. 消費者被害と法①契約の成立、未成年者・高齢者の消費者被害 

9. 消費者被害と法②消費者契約法の仕組み 

10. 消費者被害と法③特定商取引法、クーリングオフ 

11. 消費者被害と法④電子商取引、通信販売、マルチ商法とネズミ講 

12. 消費者被害と法⑤クレジットカードの仕組みと規制 

13. 消費者被害と法⑥製造物責任 

14. まとめ 

 

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

授業時に指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 坂東俊矢・細川幸一、2014、『１８歳から考える消費者と法（第 2 版）』、法律文化社 (ISBN:9784589036124) 

消費者庁「事例でわかる景品表示法」 

http://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/pdf/fair_labeling_160801_0001.pdf 

 

参考文献（Readings） 

1. 杉浦市郎編、2015、『新・消費者法これだけは（第 2 版）』、法律文化社 (ISBN:9784589037046) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FF714 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

法への招待 

(Invitation to Law) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
働く人生と法 

担当者名 

（Instructor） 
神吉 知郁子(KANKI CHIKAKO) 

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 年次入学者対象科目 

法学部所属学生履修不可 領域別 A科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

労働関係で生じる諸問題の検討を通じて、法や法的考え方の特徴、法の社会での役割、社会の変化と法の関係について、理解

を深めること 

 

授業の内容（Course Contents） 

法律ときくと、何か私たちを縛るものと思われがちです。また、法律の勉強というと、六法をひきながら難しい条文を覚えるというイ

メージで、敬遠されることがあります。しかし、法律は、社会生活を営むルールとして、実は私たちを守ってくれているのです。ただ

し、そのルールを、細かいところまで全て法に書き込むことはできません。そこに解釈の余地がうまれます。社会の規範として法

がどうあるべきか、どう解釈すべきかは、人によって意見が異なり、社会の変化によっても変わってきます。法律を学ぶことは、こ

のような法の特質と社会のあり方をダイナミックに捉えることなのです。この授業では、皆さんが近い将来一歩を踏み出す労働市

場の問題と関連法を題材として、社会における法のあり方を学んでいきます。授業計画は，受講者の関心や進捗状況により，適

宜変更します。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション：法と法学の入り口 

2. 働く人生の諸問題 

3. 採用内定と法 

4. 解雇と法① 

5. 解雇と法② 

6. 賃金と法① 

7. 賃金と法② 

8. 労働時間と法① 

9. 労働時間と法② 

10. 労働災害と法 

11. 働く女性と法 

12. 非正規労働と法 

13. 労働紛争の救済方法 

14. 総括：労働社会における法とは 

 

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

授業時に指示します。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

授業時に指示します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FF715 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

経営学入門 

(Introduction to Business) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
イノベーションの戦略的マネジメント 

担当者名 

（Instructor） 
山﨑 秀雄(YAMASAKI HIDEO) 

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 年次入学者対象科目 

経営学部所属学生履修不可 領域別 A科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

本授業での学修を通じ、以下のような知識や能力を修得することが主たる目標である。 

(1) マネジメント研究の発展過程や経営組織・経営戦略に関する基礎概念について説明ができるようになる。 

(2) 企業におけるイノベーションとそのマネジメントにかかわるキー・コンセプトについて説明ができるようになる。 

(3) それらの知識をもとに現実の企業の行動を分析し、その課題や今後の方向性について自らの見解を示すことができるように

なる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

前半は経営学初学者向けに、経営学の基礎、すなわちマネジメント研究の発展過程や経営組織・経営戦略に関する基礎概念に

ついて、具体的な企業の事例等も紹介しつつ、講義する。 

後半は特に企業におけるイノベーション（新たな顧客価値の創造）にフォーカスし、その実現と戦略や組織マネジメントとの関係に

ついて議論する予定である。 

なお授業は主に講義形式で進めるが、授業内に受講生へ様々な問いかけを行う等、可能な限り双方向的アプローチでの授業を

試みたい。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション：世界一大きな企業・日本一大きな企業 

2. 「ホワイトデー」と経営理念・組織・戦略 

3. 「アメリカ最古のテーマパーク」と企業成長 

4. マネジメント研究の発展過程：科学的管理法、人間関係論 

5. マネジメント研究の発展過程：モチベーション論 

6. 企業を取り巻く「環境」 

7. 経営組織の基礎概念 

8. 経営戦略策定のためのマネジメント・ツール 

9. イノベーションの定義：明太子パスタは和食かイタ飯か 

10. イノベーションを巡る日本企業の現状：「ガラケー」の経営学 

11. イノベーションのパターン：発生、普及、進化 

12. イノベーターのジレンマ：業界のリーダーが急速に競争優位性を失う理由 

13. バリュー・イノベーション：競争ルールを変えるブルー・オーシャン戦略 

14. オープン・イノベーション：競争と共創のマネジメント 

 

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

本授業は毎回の知識の積み上げにより理解が深まる構成になっている。受講生は授業で説明された概念やフレームワークをし

っかり復習し理解したうえで、次の回の授業に臨むこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(60%)/授業内ショートレポート(20%)/課題レポート(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特に指定せず、各回のテーマに沿ったハンドアウトを適宜配付する予定である。  

 

参考文献（Readings） 

1. 十川廣國、2013、『【経営学イノベーション】1 経営学入門(第 2 版) 』、中央経済社 (ISBN:978-4502475207) 

2. 近能善範・高井文子、2010、『コア・テキスト イノベーション・マネジメント』、新世社 (ISBN:978-4883841585) 

3. 一橋大学イノベーション研究センター、2017、『イノベーション・マネジメント入門〈第 2 版〉』、日本経済新聞出版社 (ISBN:978-

4532134747) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■FF716 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

経営学入門 

(Introduction to Business) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
現代マーケティングの理論と実践 

担当者名 

（Instructor） 
岩下 仁（IWASHITA HITOSHI） 

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 年次入学者対象科目 

経営学部所属学生履修不可 領域別 A科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

マーケティング論とその周辺科目（製品戦略、サービス・マーケティング、ブランド戦略、グローバル・マーケティング）について、身

近な事例をとりあげながら、マーケティングの基本的な理論や枠組みを習得することを目標としている。 

 

授業の内容（Course Contents） 

授業内容は、マーケティングがどのようなものなのかを学ぶことにある。従って、マーケティングの理論がどのように展開されてい

るか、身近な事例を取り上げながら、講義を進めていく。その際には、製品戦略、サービス・マーケティング、ブランド戦略、そして

グローバル・マーケティングなど、本講義と隣接する科目との関係にふれる事でバランスのとれた内容とする予定である。 

また、学生から一定の要望があった場合、マーケティングに携わるビジネス・パーソンをゲスト・スピーカーとしてお呼びする。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション、本講義の全体像と流れ 

2. マーケティングの基本的枠組み① （現代マーケティングとは何か、コンセプト、ニーズなど） 

3. マーケティングの基本的枠組み② （マーケティングのＳＴＰ、顧客満足とは何か） 

4. マーケティングの基本的枠組み③ （５つ目のＰとしてのパッケージ） 

5. 製品戦略① （製品開発のプロセス、近年のアイデア思考法） 

6. 製品戦略② （ＰＬＣと計画的陳腐化） 

7. マーケティングにおけるデザイン戦略 

8. サービス・マーケティング① （サービス・マーケティングの基本的な考え方） 

9. サービス・マーケティング② （サービス・マーケティングの新たな視点） 

10. ブランド論① (ブランドの基本的な考え方） 

11. ブランド論② (ブランドの要素） 

12. ブランド論③ （ブランド資産とは何か） 

13. ブランド論④ （ブランドをどのように拡張するのか） 

14. グローバル・マーケティング 

 

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

講義前に、Blackboard上にアップした資料に目を通しておくと、理解がより深まると思います。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(60%)/出席状況、リアクションペーパー(40%) 

リアクションペーパーに優れた解答を記述した学生には、加点を行います。 

 

テキスト（Textbooks） 

使用する教材については、講義前に Blackboard上にアップします。 

 

参考文献（Readings） 

1. 有馬 賢治、岡本純ほか、2015、『マーケティング・オン・ビジネス』、新世社 

2. 有馬 賢治、2006、『マーケティング・ブレンド―戦略手段管理の新視角』、白桃書房 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

ＨＰやアドレス等については、以下をご参照ください。 

http://hyoka.ofc.kyushu-u.ac.jp/search/details/K005000/index.html 

 

注意事項（Notice） 
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■FF717 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

経営学入門 

(Introduction to Business) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
コーポレートガバナンスの観点より 

担当者名 

（Instructor） 
粟屋 仁美(AWAYA HITOMI) 

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 年次入学者対象科目 

経営学部所属学生履修不可 領域別 A科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

この科目は現代の新たなビジネスにおいて、コーポレート・ガバナンスの観点より以下の基礎的学びを行う。 

（1）企業（所有と経営と支配）の基礎的な知識を習得できる 

（2）社会と企業の関係について理解できる 

（3）時代の変遷と企業の変化について理解できる 

 

授業の内容（Course Contents） 

我々の社会にとって企業は必要不可欠な存在と言っても過言ではない。本講義では、社会に大きな影響を与える企業の仕組み

や、組織のシステム、また経営の方法について、コーポレートガバナンスの観点より学ぶ。 

これは、企業の社会における役割や存在意義を学ぶことでもある。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 企業システム 1：企業・会社の概念と諸形態 

2. 企業システム 2：所有・経営・支配と経営目的 

3. 企業システム 3：所有・経営・支配と企業の成長 

4. 企業システム 4：株式会社の発展と経営機能 

5. 企業システム 5：コーポレートガバナンス概念 

6. 企業システム 6：コーポレートガバナンスと日本的経営 

7. 企業経営の実態を学ぶ：実務者の招聘講義 

8. 経営戦略 1：経営戦略のトレンド 

9. 経営戦略 2：全社戦略・事業戦略・機能別戦略  

10. 経営戦略 3：経営戦略の策定プロセス 

11. 経営戦略 4：経営資源と戦略 

12. 経営組織 1：経営組織の基本形態 

13. 経営組織 2：組織の制度・管理・文化 

14. 経営管理：経営機能と管理機能 

 

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

授業時間外の学習は、必要に応じて授業内で指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(60%)/コメントペーパー(40%) 

欠席回数が 4 回を超えたものについては D 評価とする。 

 

テキスト（Textbooks） 

購入を必須とするテキストは無いが、参考文献との兼ね合いを授業時に適宜紹介する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 亀川雅人、2008、『10 代からはじめる株式会社計画』、創成社 (ISBN:978-4794422934) 

2. 大平浩二 編著、2016、『ステークホルダーの経営学<第 2 版>』、中央経済社 (ISBN:978-4502186615) 

3. 一般社団法人日本経営協会 監修、2015、『経営学検定試験公式テキスト①経営学の基本』、中央経済社 (ISBN:978-

4502124211) 

4. 粟屋仁美、2012、『CSR と市場―市場機能における CSRの意義』、立教大学出版会 (ISBN:978-4901988193) 

 

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あるが、資料の配布はあえてしないため、自身で要点を把握し、メモをすることが必

要である。 

学生への質問も活発に行うため、積極的な受講態度が期待される。 
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注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 618 - 

■FF718 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

社会学への招待１ 

(Invitation to Sociology 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
空間へ／からの社会学的想像力 

担当者名 

（Instructor） 
岩舘 豊(IWADATE YUTAKA) 

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 年次入学者対象科目 

社会学部所属学生履修不可 領域別 A科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

【授業のねらい】 

この授業では、現代社会を読み解くための一つの「試み」として、空間というアプローチを学んでいきます。都市のさまざまな空間

とそこで起こる出来事から、社会の構造的な力や矛盾を読み取り、来るべき社会を探究するための想像力を身につけることを志

向します。 

 

【到達目標】 

（1）現代社会分析としての空間論について、その基本的な考え方と知識を身につける。 

（2）都市の空間とそこでの出来事について、社会構造の視点から説明できるようになる。 

（3）具体的な空間について調べ、考えたことを表現できるようになる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

【授業の概要】 

社会の構造や変化は、都市においてその具体的な形をとり、個々人の生活へと影響をおよぼしていきます。と同時に、1人 1 人

の生きる営みが積み重なることによって、都市という空間は形づくられていきます。この授業では、都市とその微細な空間に焦点

をあて、そこでの出来事に目を凝らすことによって、社会の構造と人々との営みとが交差していくダイナミクスを解読していくことを

試みます。 

 

【授業の構成】 

第 1 回から第 3 回にかけて、社会学における空間論的な視角について学びます。それをふまえて、現代社会の主要なテーマで

ある「戦争」「労働」「災害」をとりあげていきます。第 4 回から第 6 回では、「戦争」について、ゲルニカや広島と平和記念公園とい

う空間から考察していきます。第 7 回から第 10 回では、「労働」をめぐる現実と諸問題について、秋葉原、日比谷公園、労働組合

の事務所や路上といった空間から考えていきます。第 10 回から第 13 回では、「災害」をテーマに、東日本大震災という出来事と

それが突きつけた現代社会の課題について、津波被災地や東京のインフラ危機から議論していきます。 

 

各テーマ・事象についての関心・理解を深めるため、ドキュメンタリーや映画などの映像資料を活用していきます。映像から感受し

たことを大切にしながら、思考と想像力を働かせてください。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーションーー授業の目的と進め方 

2. 社会変動と都市ーー空間論的な視角（1） 

3. 現代社会分析と空間・場所ーー空間論的な視角（2） 

4. 戦争と都市空間（1）ーー都市爆撃とゲルニカ 

5. 戦争と都市空間（2）ーー1945年 8 月 6 日、広島 

6. 戦争と都市空間（3）ーー2015年 8 月 6 日、広島・平和記念公園 

7. 労働と都市空間（1）ーー秋葉原無差別殺傷事件から 

8. 労働と都市空間（2）ーー労働組合事務所という装置 

9. 労働と都市空間（3）ーー社会空間としての労働組合実践 

10. 最終レポートについて 

11. 東日本大震災という出来事から（1）ーー「同時代のこと」として 

12. 東日本大震災という出来事から（2）ーー遠野ユニオンボランティアセンターの試み 

13. 東日本大震災という出来事から（3）ーー東京のインフラ危機 

14. まとめーー空間からインフラストラクチュアへ 

 

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

（１）配布するレジュメ・資料をよく読んできてください。 

（２）新聞やニュースを通じて、現代社会に関する知識・情報を幅広く習得してください。 

（３）課題やレポートに計画的に取り組んでください。 
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成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/課題(30%)/リアクションペーパー(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業中に資料を配布します。適宜、文献を紹介します。 

 

参考文献（Readings） 

1. 長谷川公一・浜日出夫・藤村正之・町村敬志、2007、『社会学（New Liberal Arts Selection）』、有斐閣 

2. 町村敬志（編）、2013、『都市空間に潜む排除と反抗の力』、明石書店 

3. 園部雅久、2014、『再魔術化する都市の社会学ーー空間概念・公共性・消費主義』、ミネルヴァ書房 

4. C・ライト・ミルズ、2017、『社会学的想像力』、筑摩書房 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

受講者との議論に応じて、授業計画を組み替えていくことがあります。 

 

注意事項（Notice） 
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■FF719 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

社会学への招待１ 

(Invitation to Sociology 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
ジェンダーから見る現代社会の対立点 

担当者名 

（Instructor） 
二階堂 晃祐(NIKAIDO KOSUKE) 

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 年次入学者対象科目 

社会学部所属学生履修不可 領域別 A科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

現代社会では政治、経済、文化、宗教、学問等様々な分野で大きな対立点がある。この事自体は近代という時代が持つ多様性と

切っても切れない関係にあり、ある意味では当たり前である。当授業では一見バラバラに見え、複雑だとしか言いようがないよう

にも見える現代社会の様々な対立点を、ジェンダーの視点を通して包括的、融合的に考察する事を目標とする。この考え方は、

性差や性別に基づく役割の分担についての感性や意識の違いをとても根源的なものと捉え、他の社会問題への姿勢との強い関

連を指摘する社会学の知見に基づく。ジェンダーの社会学やフェミニズム理論は、理論的な枠組みの基礎を構成する事となる。

副次的な目標として、これらの分野が社会科学全体へもたらした貢献や課題を把握してもらえればと思う。 

 

授業の内容（Course Contents） 

原則としては各回の講義が中心。履修者の数にもよるが、ある程度はディスカッションや Q&A形式等、参加型の進行を行う回も

設けられるのが理想。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業概要と目標、構成の紹介。履修者の期待する内容の把握。 

2. 社会学とはどのような学問分野なのか、またジェンダーの社会学やフェミニズム理論はその中でどのような位置付けなの

か。 

3. 近代とはどのような時代か、「近代」に関する社会学の言説、現代における様々な社会問題や対立点を考えるにあたって。 

4. フェミニズム理論の歴史、第２次フェミニズム運動の影響と社会変革、第２次フェミニズム運動の余波と現代へのつながり。 

5. 日本国内のフェミニズムや女性運動、ジェンダー論の事情。 

6. 21 世紀のフェミニズム、いわゆるポスト・フェミニスト言説について、「揺り戻し」の動きやフェミニズム的思考への反発。 

7. 現代社会の対立点とジェンダー、社会問題としてのハラスメントや DV等、社会学的考察の役割と可能性。 

8. 原理主義的宗教運動の台頭、宗教とジェンダー。 

9. 宗教とジェンダー続き、世界に拡がる原理主義や新しい右派運動、男性性や男らしさ言説と権威主義の関係。 

10. メディアとジェンダー。メディアにおけるジェンダーの描写、メディアの社会や文化への影響力と限界。 

11. 学問とジェンダー。様々な学問分野間の違い、自然科学におけるフェミニズム運動とその論点。 

12. 性差と生物学的違いの関係、フェミニズム理論と生物学の思考の関係、社会生物学の台頭。 

13. 文化や芸術とジェンダー：性的役割の描写、性差と表現や意識の違い、表現の自由や性的描写を巡る対立。 

14. まとめと復習。 

 

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

さほど多くはない。ただし、多くの回ではテキストや学術的な参考書とは別に、Blackboard等を経由し各種の短い論文やメディア

記事を資料として用意する予定。授業時間外の読了が前提となる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(60%)/コメントカードと出席票(20%)/授業内小課題(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. アンソニー・ギデンズ著、松尾精文他訳、2004、『社会学』、而立書房 (ISBN:9784880593227) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FF720 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

コミュニティと福祉 

(Community  and Welfare) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
福祉コミュニティ作りの現状と課題について理解する 

担当者名 

（Instructor） 
鈴木 崇之(SUZUKI TAKAYUKI) 

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 年次入学者対象科目 

コミュニティ福祉学部所属学生履修不可 領域別 A科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

近年、地域の問題に対する解決方法を計画する「コミュニティ・デザイン」という考え方が注目を集めている。「コミュニティ・デザイ

ン」には都市計画等に代表されるハード面のものと、人間関係の創出やひとづくりといったソフト面のものが存在する。本講義で

は特に「コミュニティ・デザイン」のソフト面に重点を置き、様々な地域問題とその改善への取り組みを学びながら、受講者が自ら

積極的に地域にかかわっていくための視点や考え方の習得を目標とする。  

 

授業の内容（Course Contents） 

授業前半ではコミュニティ・デザインの基礎概念、歴史、支援者の役割と基本技術について学ぶ。中盤以降は少子化問題、高齢

化問題、貧困問題、開発途上国への支援、災害地域の支援に関するケース・スタディを通じ、コミュニティ・デザインの現状につい

て学ぶ。授業後半では、各事例から抽出される問題点について検討を行い、コミュニティ・デザインの課題と展望について学ぶ。  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. はじめに：「コミュニティ」を「デザイン」するとは？  

2. 「コミュニティ・デザイン」と「コミュニティ・ソーシャルワーク」 

3. 誰が「コミュニティ」を「デザイン」するのか？① 行政の役割  

4. 誰が「コミュニティ」を「デザイン」するのか？② 民間の役割  

5. コミュニティ・デザインの歴史的変遷 

6. コミュニティ・デザインの基本技術  

7. 少子化問題とコミュニティ・デザイン① 

8. 少子化問題とコミュニティ・デザイン② 

9. 少子化問題とコミュニティ・デザイン③ 

10. 貧困問題とコミュニティ・デザイン  

11. 高齢化問題とコミュニティ・デザイン 

12. 開発途上国とコミュニティ・デザイン  

13. 災害とコミュニティ・デザイン  

14. コミュニティ・デザインの課題と展望  

 

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、履修登録完了後に Blackboard上で履修者に対して行う。  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(70%)/平常点（出席兼コメントペーパー）(30%) 

単位修得のためには 10 回以上の出席を必須とする。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 山崎亮、2012、『コミュニティ・デザインの時代』、中央公論新社 (ISBN:4121021843) 

2. 木村俊昭、2016、『地域創生 成功の方程式  ―できる化・見える化・しくみ化―』、ぎょうせい (ISBN:4324101736) 

3. 広井良典、2009、『コミュニティを問いなおす』、筑摩書房 (ISBN:4480065016) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FF721 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

コミュニティと福祉 

(Community  and Welfare) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
傍観者ではなく、実践者としてくらしの課題を解決する。市民社会のあり方を考える。 

担当者名 

（Instructor） 
志波 早苗(SHIBA SANAE) 

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 年次入学者対象科目 

コミュニティ福祉学部所属学生履修不可 領域別 A科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

くらしの現場であるコミュニティの中で今何が起きているのか、それに対してどのように考えていけばいいのか、自分なりの解答を

出し、解決のための方策を考え、実践に移せるようにすることを目標とする。 

「学び」はささやかでも実践につながらねば、意味をなさない。実践することの楽しさも知ってほしい。 

 

授業の内容（Course Contents） 

現代社会の大きな課題である「貧困」「地域再生」「社会的排除」などは、現象として目に見えることだけでなく、なぜそうなったか

の根幹を考える事が必要である。そのための材料をまず提供し、その後それぞれの課題解決のために活動している事例を紹介

する。傍観者として問題を論じるのではなく、どうあったら良いのか主体的に考え、小さな実践でもよいので自分なりにやっていく

ことで社会は変わっていく。そういうことを授業と事例報告から学び取ってもらいたい。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 日本社会をどう考えるか① 日本人とくらしの変遷 

3. 日本社会をどう考えるか② 現代の社会的課題 

4. 事例紹介：貧困問題 貧困はお金の問題だけではない 居場所づくり関係づくり  

5. 事例紹介：貧困問題 沖縄を考える 地域経済を活性化するための仕事起こし・仕事づくり 

6. 事例紹介：市民自治 都市のくらし課題解決のためのワーカーズ・コレクティブ運動  

7. 事例紹介：市民自治 過疎地域のくらし課題のためのコミュニティ協同組合 

8. 事例紹介：大震災からの復興 被災地と都市と高校・大学連携での防災林づくり 

9. 事例紹介：ダイバーシティ 多文化共生の地域づくり 

10. 事例紹介：海外事例 韓国ソウル特別市の社会的経済の推進 

11. グローバリゼーションと社会的連帯経済 持続可能なコミュニティを考える 

12. コミュニティをデザインする① 何が問題なのか、自分に置き換えて考える 

13. コミュニティをデザインする② どうすれば解決に向かうか、自分なりの解答を表現する 

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関することは、必要な場合は別途指示、学生の興味にも応じて紹介する。 

事例はそれぞれ興味深いものなので、本やインターネットでも検索し、学んでほしいと思う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/コメントペーパー(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業時に適宜指示する。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

主体的に能動的に学ぶことを期待しているので、授業態度には厳しく対応する。特に学びたい学生にとって迷惑な私語や出入り

は厳禁する。スマホや授業に関係ない内職も含め、注意しても改善されない場合退出を命じる場合もある。 

授業の順番や内容を多少変更する可能性がある。 

 

注意事項（Notice） 
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■FF722 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

観光学への招待 

(Introduction to Tourism) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
観光地の立場から観光を考える 

担当者名 

（Instructor） 
未 定(MI TEI) 

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 年次入学者対象科目 

観光学部所属学生履修不可 領域別 A科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

観光という現象とそれに伴う観光地の変化を歴史的に観察し、観光学の広がりを知る。観光を学問として考えるとはどういうこと

なのか？を考えることを目的とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

観光地の変容に重点を置きつつ、観光客と観光地という双方の視点から観光を捉えていく。大きく、「観光の歴史的系譜に焦点を

当てる」、「観光の現在に焦点を当てる」、「学問としての「観光学」について焦点を当てる」という 3 部構成で講義する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 観光の持つ領域の広さについて 

3. 学問としての観光の発展 

4. 観光の歴史（１）：近世までの観光と観光地 

5. 観光の歴史（２）：明治・大正期の観光と観光地 

6. 観光の歴史（３）：昭和前期の観光と観光地 

7. 観光の歴史（４）：戦災復興〜1960 年代の観光と観光地 

8. 観光の歴史（５）：1970 年代以降の観光と観光地 

9. 観光の歴史（６）：平成時代の観光と観光地 

10. 観光の現在（１）：訪日外国人の誘致１ 

11. 観光の現在（２）：訪日外国人の誘致２ 

12. 観光の現在（３）：世界遺産と観光 

13. 観光の現在（４）：自治体による観光計画 

14. 観光の発展と観光学 

 

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

授業時に指示する 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(70%)/授業内レポート(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業中に配布する 

 

参考文献（Readings） 

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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■FF723 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

観光学への招待 

(Introduction to Tourism) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
１９世紀の近代観光と現代観光から「観光」について考えてみよう 

担当者名 

（Instructor） 
羽生 敦子(HANYU ATSUKO) 

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 年次入学者対象科目 

観光学部所属学生履修不可 領域別 A科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

観光学を初めて学ぶ学生を対象とする。私たちは、なんとなく「旅人」と「ツーリスト（旅行者・観光者）」を使い分ける。本講座では

後者である「ツーリスト」から観光の歴史を概観し、「近代観光」から「現代観光」への本質的な変遷について学問的に考えることを

目的とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

Tourismは 19 世紀に誕生した単語である。知識層の間で流行していたオリエントの旅をテーマとした作家の旅行記などから、旅

から tourismへの変遷をみる。19 世紀後半、トマス・クックとともに旅は tourism という産業になった。21 世紀の現在では、tourism

産業は国家の重要な戦略事業のひとつあり、ツーリストへの関心も高い。旅はますます多様化している。前半は文学者と場所に

視点を、後半はツーリズムの多様性に視点をおきながら授業を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 旅の主体について traveler or tourist  目的 まなざし 

3. 近代観光(1) オリエント旅行 シャトーブリアン(仏) 

4. 近代観光(2)           フロベール(仏) 

5. 近代観光(3)           トウェイン(米) 

6. 近代観光(4) トマス・クック(英)による旅の革新 

7. 近代観光(5) トマス・クック社(英)による旅の革新 

8. 近代観光(6) 世界一周旅行の可能性 

9. 近代観光(7) ガイドブックについて 

10. 温泉リツーリズム 

11. 海浜ツーリズム  イギリスの海浜とフランスの海浜 

12. 聖地巡礼ツーリズム 

13. 世界遺産と負の遺産について 

14. 論述を中心にしたテスト 

 

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

必要に応じて別途指示する。授業中に提示する文献などを読み、自分自身で再考することが好ましい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(40%)/授業中のリアクションペーパー(30%)/授業への参加度(30%) 

リアクションペーパーは完成度を重視します。 

 

テキスト（Textbooks） 

特になし。 

 

参考文献（Readings） 

1. 石井洋二郎、2009、『異郷への誘惑：旅するフランス作家たち』、東京大学出版会 (ISBN:9784130830522) 

2. ピアーズ・ブレンドン、1995、『トマス・クック物語：近代ツーリズムの創始者』、中央公論社 (ISBN:4120024806) 

3. Urry, John. 1990. The tourist Gaze: The leisure and Travel in Comtemporary Societies. Sage 

4. MacCannell, Dean. 1976. The Tourist, New theory of the leisure class. Schoken Books 

 Urryの和訳：加太宏邦訳（1995）観光のまなざし―現代社会におけるレジャーと旅行．東京、法政大学出版局、289p   

MacCannell の和訳：安村克己訳 (2012) ザ・ツーリスト：高度経済成長の構造分析．東京、学文社，259p. 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■FF724 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

観光学への招待 

(Introduction to Tourism) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
観光学の構造と観光のメカニズム 

担当者名 

（Instructor） 
金 振晩(KIM JINMAN) 

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 年次入学者対象科目 

観光学部所属学生履修不可 領域別 A科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

観光学の構造を理解した上で、観光（産業）を取り巻く環境に対する理解を深めて、観光という現象を様々な立場から概説できる

ことを目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

本講義は、観光を取り巻く環境を概観しながら、21 世紀の最大産業である観光産業の全貌を、観光経営の現場における問題の

所在、諸問題が生起するメカニズム（原因と結果の関係）、諸問題の解決に資する方策、観光のさらなる振興に寄与する事業創

造等、理論と事例分析を通じて考察する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス及び観光学の構造 

2. 観光政策及び行政の役割 

3. 観光行動と観光市場 

4. 旅行業の現状と近未来 

5. 宿泊業の現状と近未来 

6. 接遇と顧客満足 

7. 観光によるまちづくり 

8. 観光と地域活性化 

9. 観光と文化 

10. ICT革命と観光産業 

11. 観光と投資（アセットマネジメント） 

12. 集客のメカニズム 

13. 観光産業の人的資源管理 

14. ポストモダンと観光 

 

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

予習・復習に関しては、講義中にお知らせする。  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(65%)/最終レポート(Final Report)(20%)/出席兼コメントペーパー(15%) 

なお、3/4 以上の出席をしていない場合は、成績評価の対象としない。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 岡本伸之編、2013、『観光経営学』、朝倉書店 (ISBN:978-4-254-16647-7) 

 

参考文献（Readings） 

授業の中で指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FF725 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

文学への招待 

(Introduction to Literature) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
アメリカ文学の名作短編を読む 

担当者名 

（Instructor） 
古井 義昭(FURUI YOSHIAKI) 

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 年次入学者対象科目 

文学部所属学生履修不可 領域別 A科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

アメリカ文学の名作短編を読み、文学を読むことの楽しさを知るだけでなく、その楽しさを言語化し、他人に伝える技術を身につけ

る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

毎週の授業ごとに、アメリカ文学の短編小説を一作品ずつ読解してゆく。まずは文学作品を読む楽しみを知ってほしい。そしてそ

の先の目標として、文学について書き、批評することの喜びを知ってほしい。本授業では、文学作品を読むこと（インプット）、そし

て読んで考えたことを文章にすること（アウトプット）、この二つの力を養うことを目的とする。 

 

受講者は授業準備として作品を読んでおくことが求められる。作品を読んでいることが前提として授業が進められるので、毎回の

予習は必須である。 

 

また、この授業は学生のレスポンスペーパーをもとに話を展開してゆくので、作品によっては複数回に渡って授業を行うことがあ

る。週に一作品というペースはあくまで目安であり、学生の反応や興味に応じて授業を進めてゆく。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. エドガー・アラン・ポー「ヴァルデマー氏の病状の真相」 

3. ハーマン・メルヴィル「バートルビー」 

4. セアラ・オーン・ジュエット「ウィリアムの結婚式」 

5. イーディス・ウォートン「ローマ熱」 

6. ジャック・ロンドン「火をおこす」 

7. ウィリアム・フォークナー「あの夕陽」 

8. アーネスト・ヘミングウェイ「何かの終わり」 

9. バーナード・マラマッド「殺し屋であるわが子よ」 

10. ジェイムズ・ボールドウィン「サニーのブルース」 

11. レイモンド・カーヴァー「シェフの家」 

12. リチャード・ブローティガン「東オレゴンの郵便局」 

13. レポート作成講座 

14. まとめ 

 

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

＊作品を必ず読み通してから授業に参加すること。毎週、課題作品に関するレスポンスペーパーを書いてもらうので、予習しない

で授業に臨むことはできない仕組みになっている。 

 

＊本授業は、講師が一方的に自説を展開する形態でなく、受講者との意見の交換を通じて、多様な物の見方を提供することを目

的とする。受け身で本を読むのではなく、毎回の授業には自分なりの意見を持って臨むこと。 

 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(30%)/毎回のレスポンスペーパー、授業への貢献(70%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 平石貴樹、2016、『アメリカ短編ベスト 10』、松柏社 (ISBN:978-4775402375) 

 

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

 

 

注意事項（Notice） 
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■FF726 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

文学への招待 

(Introduction to Literature) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
ウィーン世紀末文学を読む 

担当者名 

（Instructor） 
鈴木 里香(SUZUKI RIKA) 

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 年次入学者対象科目 

文学部所属学生履修不可 領域別 A科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

1880 年代からハプスブルク帝国解体までの一時期にウィーンという一都市で書かれた文学を、その歴史的・社会的背景に目を

向けながら、考察する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

19 世紀末から 20 世紀初めの世紀転換期に現れた特異な文化現象を、さまざまな作家によって、さまざまなジャンルの文章で書

かれた作品を読むことによって浮かび上がらせていきます。 

ハプスブルク帝国の解体の予感の中、その危機意識と崩壊感覚は、例えば美術の領域ではクリムトのような特異な美的表現に

よって示されましたが、文学の領域ではどのように表れたか、 

またなぜそのように表現されたのか、個々の作品を読みながら考えていきます。 

最後には、同じ世紀転換期のドイツとチェコ・プラハのドイツ語文学にも触れたいと思っています。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. ホフマンスタール 『痴人と死』（１） 

3. ホフマンスタール 『痴人と死』（２） 

4. シュニッツラー 『アナトール』（１） 

5. シュニッツラー 『アナトール』（２） 

6. ベーア・ホフマン 『ある夢の記憶』（１） 

7. ベーア・ホフマン『ある夢の記憶』 （２） 

8. ヘルマン・バール 『ジャネット』 

9. ペーター・アルテンベルク 『小品六つ』 

10. カール・クラウス 『炬火』より 

11. 世紀転換期プラハの文学（１）カフカ 

12. 世紀転換期プラハの文学（２）マイリンク 

13. 世紀転換期ドイツの文学 ヴェデキント 

14. まとめ 

 

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

授業までにその回に読む作品（翻訳でよい）を読んでおくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(40%)/出席状況、毎回提出するリアクションペーパーの内容(60%) 

3 回以上正当な理由なく欠席した場合は、評価の対象外とします。 

 

テキスト（Textbooks） 

どの翻訳で読んでも構いませんが、授業で使用する版はその都度指示します。 

短い作品は授業時に配布します。 

 

参考文献（Readings） 

1. 池内紀、1994、『ウィーン世紀末文学選』、岩波文庫 

授業中に指示します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FF727 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

文学への招待 

(Introduction to Literature) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
ファーム・ファタル、男と女のすれちがい 

担当者名 

（Instructor） 
澤田 直(SAWADA NAO) 

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 年次入学者対象科目 

文学部所属学生履修不可 領域別 A科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

フランス文学を出発点として、恋愛関係だけなく、広く人間関係や社会のあり方について考察する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

プレヴォー『マノン・レスコー』をはじめ、フランス文学の小説を読み、そこを出発点として、人間関係や社会のあり方について考察

し、議論をする。それに際しては日仏文化のたんなる比較だけでなく、文化や制度じたいに関する考察にも踏み込む予定。 

基本的には講義形式であるが、取り上げる作品に関しては、受講者は必ず読んだ上で、コメントをし、それに応答するかたちで授

業を進める。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入１ 

2. プレヴォー『マノン・レスコー』読解 1 

3. プレヴォー『マノン・レスコー』読解 2 

4. プレヴォー『マノン・レスコー』読解 3 

5. メリメ『カルメン』読解 1 

6. メリメ『カルメン』読解 2 

7. メリメ『カルメン』読解 3 

8. デュマ・フィス『椿姫』読解 1 

9. デュマ・フィス『椿姫』読解 2 

10. デュマ・フィス『椿姫』読解 3 

11. カミュ『異邦人』読解１ 

12. カミュ『異邦人』読解２ 

13. カミュ『異邦人』読解３ 

14. 総括 

 

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

テキストを事前に読んだ上で授業に臨むこと。３つの作品を読み、それぞれに感想文を提出するとともに、毎回コメントの提出が

義務づけられる。最終レポートも含め、提出物が多い授業となる。それらをすべて期限内に提出しない場合には、評価の対象とな

らないので注意すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(30%)/授業参加(40%)/中間レポート／発表(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. プレヴォー、『マノン・レスコー』、新潮文庫 

2. プロスペール・メリメ、『カルメン』、岩波文庫 

3. デュマ・フィス、『椿姫』、岩波文庫 

4. アルベール・カミュ、『異邦人』、新潮文庫 

テキスト、特に『マノン・レスコー』は、授業前に購入して目を通しておくこと。 

 

参考文献（Readings） 

授業内で指示。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FF728 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

文学への招待 

(Introduction to Literature) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
『源氏物語』入門 

担当者名 

（Instructor） 
井野 葉子(INO YOKO) 

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 年次入学者対象科目 

文学部所属学生履修不可 領域別 A科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

『源氏物語』五十四帖のうち、桐壺巻から賢木巻までの物語の大まかな全体像をつかむとともに、美しい原文を味わうことを目指

します。 

 

授業の内容（Course Contents） 

およそ一回の講義に一巻を取り上げるペースで、『源氏物語』の桐壺巻から賢木巻までの物語を駆け足で読んでいきます。一回

の講義では、まず、その巻のあらすじや人物関係や鑑賞の要点などを説明し、その後、その巻の名場面を原文で読み、詳しく解

説していきます。原文を読むための文法力、読解力が求められます。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 桐壺巻（１）――光君の誕生 

3. 桐壺巻（２）――藤壼への慕情 

4. 帚木巻――雨夜の品定め、中流階級の女との一夜 

5. 空蝉巻――拒む女、空蝉 

6. 夕顔巻――白い花の咲く宿の女 

7. 若紫巻――若紫との出逢い、藤壼との密通 

8. 末摘花巻――赤い鼻の女性 

9. 紅葉賀巻――青海波の舞、藤壺の出産 

10. 花宴巻――朧月夜の登場 

11. 葵巻――六条御息所の生霊 

12. 賢木巻――野宮の別れ 

13. 花散里巻、須磨巻への展開 

14. まとめ 

 

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

あらかじめ、高校の授業や大学受験の時に勉強した古典文法の復習をしておくこと。複雑な人物関係を把握しておかないと次の

講義に支障をきたすので、一回一回の講義の後にはよく復習をしておくこと。特に原文については、声を出して繰り返し読むこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(70%)/授業への参加態度(30%) 

筆記試験では、授業で取り上げなかった場面の現代語訳をしてもらう問題も出します。古文の真の読解力が求められます。 

 

テキスト（Textbooks） 

プリントを配布します。 

 

参考文献（Readings） 

適宜紹介します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FF729 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

文学への招待 

(Introduction to Literature) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
日本のヒップホップとは何か 

担当者名 

（Instructor） 
荏開津 広(EGAITSU HIROSHI) 

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 年次入学者対象科目 

文学部所属学生履修不可 領域別 A科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

日本のヒップッホップとは何か？ 

 

21 世紀文化の様相を変えたヒップホップは日本にも定着し、幅広くポピュラー・カルチャーから初等教育の場においてまで取り入

れられている。ここでは、ヒップホップという装置がいかに日本で働いたか、日本のヒップホップがいかに新しい言語を獲得したか

を探る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

グローバル文化対ローカル文化という図式を越えて、テキスト、映像、音源などを材料に「日本」の「ヒップホップ」とは何かを探り

理解する。以下の授業計画は予告なしに変更有。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 「日本の」ヒップホップとは何か？ 

2. ヒップホップとは何か 

3. ブレイクビーツという概念と DJ （1)  

4. ブレイクビーツという概念と DJ （2)  

5. 日本にどのようにヒップホップが伝わったか？ 

6. リリック／サウンド解析 黒人性の解釈 

7. リリック／サウンド解析 リリック／ライム／フロウ／デリヴァリー 

8. ポピュラー・カルチャー史のなかでーー原宿文化としてのヒップホップ 

9. 日本のヒップホップのエクステリアーー裏原宿文化——  

10. リリック／サウンド解析 J-ポップとしてのヒップホップ  

11. 日本のヒップホップ以前ーー日本のロック 

12. リリックとサウンドの変遷 

13. グローバルとローカル 

14. 「日本」と「ヒップホップ」 

 

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

映像を見る、文献を読んでくる準備が必要な場合あり。  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(50%)/出席および授業への積極的な参加(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

参考文献等はその都度指示します。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FF730 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

身体学への招待 

(invitation to studies of performing arts) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
日本と世界の諸都市における舞台芸術と創作環境 

担当者名 

（Instructor） 
横堀 応彦(YOKOBORI MASAHIKO) 

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 年次入学者対象科目 

現代心理学部所属学生履修不可 領域別 A科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

これまで作り手は何を考えながら、どのように演劇を創作してきたのだろうか。舞台芸術の創作プロセスおよび創作環境に着目し

ながら、日本および海外の演劇／劇場をめぐる状況について講義する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

日本と世界の諸都市で上演されている舞台芸術作品（劇場外での上演も含まれる）の記録映像を見ながら、作り手が何を考え、

どのようなプロセスで演劇を創作してきたのか歴史的・理論的に講義する。前半の授業（第１回〜第７回）では歴史的に重要な作

品および関連文献を取り上げ、舞台芸術を見るための枠組（フレーム）について考える。後半の授業（第９回〜第 14 回）では、こ

こ数年間に国内外で上演された作品および関連文献を取り上げ、日本と世界の諸都市における舞台芸術および創作環境につい

て紹介し、現代における舞台芸術や劇場環境の在り方について考える（２名のゲストスピーカーを招聘予定）。これまで劇場に足

を運んだことのない学生をはじめ、舞台芸術に関する予備知識のない学生の受講を歓迎する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 日本編１（作品の創作プロセス） 

3. 日本編２（商業演劇の構造） 

4. 日本編３（助成金制度と演劇） 

5. 海外編１（演劇史概説） 

6. 海外編２（諸外国の劇場制度） 

7. 海外編３（社会と関わる演劇） 

8. インターミッション（映像鑑賞予定） 

9. 日本編４（ゼロ年代演劇の流れ） 

10. 日本編５（コラボレーションの試み） 

11. 日本編６（ゲストスピーカー１） 

12. 海外編４（国境を越えるプロジェクト） 

13. 海外編５（共同製作の戦略） 

14. 海外編６（ゲストスピーカー２） 

 

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

授業で紹介する文献を読み、実際の舞台を見に行くこと。その他、必要に応じて授業時に指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(50%)/リアクションペーパーおよび授業内に指示した提出物(50%) 

欠席回数が５回を超えたものについては成績評価の対象としない。なお授業内に指示する提出物には、実際の観劇が必要とな

るレポートが含まれる。 

 

テキスト（Textbooks） 

特に指定しない。毎回プリントを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

随時授業時に指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FF731 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

いのちの尊厳と福祉 

(Sanctity of life and Welfare) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
社会的排除 ー 個人とコミュニティの福利と発展を考える 

担当者名 

（Instructor） 
小長井 賀與(KONAGAI KAYO) 

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 年次入学者対象科目 

コミュニティ福祉学部所属学生履修不可 領域別 A科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

社会的排除の定義や実相、また、憲法や国際人権規約（条約）における人権の規定を理解した上で、個人とコミュニティの福利と

共存、発展の観点から社会的排除問題の解決策について考える力を修得する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

逸脱や紛争に焦点を当て、社会的排除問題の規定や実相、人権に関する日本国憲法や国際人権規約（条約）の規定を説明し、

社会的排除問題の解決策について、国内外の取組みを踏まえて考えていく。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 社会的排除の定義と実態 

2. 日本における「こどもの貧困」、「相対的貧困」の実態と背景 

3. 世界における「難民問題」、「移民問題」の実相、背景、対応 

4. 社会的排除の帰結としての逸脱・犯罪・紛争の実態 

5. 人権についての法的規定の枠組み 

6. 社会的排除の定義と貧困理論 

7. 社会保障、社会政策、刑事政策、地域福祉による社会的包摂施策 

8. 異文化背景をもつ者の社会統合に関する政策、課題 

9. 紛争への対応の仕組み１ ー 刑事司法制度と民事司法制度  

10. 紛争への対応の仕組み２ ー 修復的司法の仕組みと実践  

11. 社会的排除者の包摂・再統合に関する国家の責任、社会の役割、市民の責任 

12. 逸脱や紛争を巡る刑事政策、社会政策、地域福祉の連携、国際協力  

13. 社会的連帯経済による社会的包摂 

14. 社会的排除を巡る課題と今後の方向性 

 

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

様々な社会的不利益から人間としての権利を行使できないでいる人たちの実態と解決策の難しさについて、国内外のマスコミの

報道等を通じて知っておいてほしい。なお、BBCニュースと EUROニュース（英語）は、ネットを通じて無料配信されている。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(90%)/授業への参加状況や課題の履行状況(10%) 

授業に関連する事項について履修学生に時折リアクションペーパーを提出しててもらい、成績評定や授業運営の参考とする。 

 

テキスト（Textbooks） 

授業の中でレジュメを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 広井良典、2003、『定常型社会』、岩波書店 (ISBN4004307333C0236) 

2. アラン・リピエッツ、2011、『サードセクター』、藤原書店 (ISBN9784894347977C0030) 

3. 水島治郎、2016、『ポピュリズムとは何か: 民主主義の敵か、改革の希望か』、中央公論新社 (ISBN:ISBN9784121024107) 

授業の中で、適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FG601 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

人の移動と人文学                    新座 

(International Migration in Humanities) 

担当者名 

（Instructor） 

舛谷 鋭(MASUTANI SATOSHI) 

高岡 文章(TAKAOKA FUMIAKI) 

大橋 健一(OHASHI KENICHI) 

石橋 正孝(ISHIBASHI MASATAKA) 

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 年次入学者対象科目 主題別 B科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

移民や観光をはじめとした国際的な人の移動について、人文学（ヒューマニティーズ）の様々な手法から、グローバリゼーション下

でのモビリティを読み解くことを目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

文学、社会学、人類学、民俗学などのヒューマニティーズにより、毎回現代的かつ特徴的な人の移動の事例と考察を、各分野の

専門家がその時点で最も関心のあるテーマを交え講義する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 移動する文学 

3. 海を渡った作家たち 

4. ポケモン GO と観光の社会学 

5. ラオス都市空間の人の移動 

6. 移動のレトリック 

7. 移動が作り出す価値 

8. 民俗学から見た人の移動 

9. 帝国の知とナショナリズム（2018年 4 月 10 日付変更 *誤字修正のため） 

10. ケベックスタディーズとは何か 

11. 文学的聖地巡礼を解読する 

12. 社会主義と人の移動 

13. 社会科学から見た人の移動 

14. 総括・最終レポート 

 

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

各回の講義を受講しながら、リアクションペーパーに取り組み、提示された参考文献に当たって理解を深める。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(30%)/平常点(出欠・参加状況)(30%)/リアクションペーパー(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

教場で指示する 

 

参考文献（Readings） 

各回ごとに参考文献が提示される 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

http://masutani.biz 

 

注意事項（Notice） 
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■FG602 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

しょうがい者の視点から捉え直す現代社会         新座 

(Seeing Society from the Point of View of People with Disabilities) 

担当者名 

（Instructor） 

飯村 史恵(IIMURA FUMIE) 

堀越 喜晴(HORIKOSHI YOSHIHARU) 

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 年次入学者対象科目  

定員 150 名 主題別 B科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

さまざまな体験や考え方をもつしょうがい当事者との出会いを通じて、私たちが日々、生き、暮らしている現代社会を見つめ直し、

各自が社会の構成員として主体的に、真に多様性のある社会のあり方を考える。 

講義を通じて、受講者が個々に抱いていた自分自身の「あたりまえ」の枠組みを問い直し、それが社会の「あたりまえ」ではないこ

とに気づき、新たな視点を獲得していくことをねらいとする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

毎回多彩なゲストスピーカーを招き、それぞれの講義を通じて、授業に参加する一人ひとりが、現代社会のありようを見つめ直

す。 

例えば 2016 年 7 月に相模原市の障害者施設で発生した殺傷事件は、しょうがいを持つ人々の生命、存在、尊厳を一方的に奪う

極めて凄惨で、看過することができない事象であった。このことは、現代社会に生きる私たち一人ひとりが、抽象論に留まる人権

の理解ではなく、多数や効率の論理を無批判に受け入れるのでもなく、違いを有する他者とどのように関わり、共に生きる社会を

構築していくのか、具体的なレベルで問われることになったとも言える。 

こうした時代背景を意識しつつ、自らの内面に問いかけ、主体的に考え、行動するために何が必要なのかを学ぶ。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 「あたりまえの生活」とは 

3. アナザートライ（事故からの挑戦） 

4. 見えなくなって見えたもの 

5. 精神しょうがいとセルフヘルプ 

6. コーディネーターと語る中間討論 

7. バリアオーバーコミュニケーション 

8. デフファミリーの一員として、ろう者として生きる 

9. 感動ってなんでしょう、思いやりってなんでしょう 

10. 大学生で突然、全く見えず聞こえなくなった私 

11. 知的しょうがい者と当たり前の生活 

12. 重度障害者の社会におけるコミュニケーション格差 

13. しょうがいと税金 

14. 総括討論（ふりかえり） 

 

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

参考文献等を含め、授業内に、適宜指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/授業への参加度(30%)/出席兼リアクションペーパーの内容(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特に指定しない。必要に応じて，資料を配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 堀越喜晴、2009、『バリアオーバーコミュニケーション―心に風を通わせよう』、サンパウロ (ISBN:978-4805670361) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

最終レポートの提出は、Blackboard を予定している。詳細は，授業時に指示する。 

 

注意事項（Notice） 
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■FG603 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

ＮＡＴＩＶＥから学ぶ海外の文化や社会問題        新座 

(Local People's Perspectives in International Cultural and Social Problems) 

担当者名 

（Instructor） 

鈴木 弥生(SUZUKI YAYOI) 

リッチー，Ｚ．(RITCHIE ZANE AARON) 

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 年次入学者対象科目 主題別 B科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

This lecture aims to raise students’ interest in international culture and social problems and to cultivate their ability to analyze 

these issues as put forward from local people’s perspectives. 

グローバルな視野から海外の文化や社会問題への関心を高めると同時に、さまざまな事象を分析する力を養うことを目的とする

(広い世界に目を向けて、グローバルな視野から学ぶことの楽しさを理解する)。 

 

授業の内容（Course Contents） 

Invited non-Japanese lecturers will discuss cultural and social problems of their home countries, their reasons for moving 

overseas, and the problems they face residing in Japan. Invited Japanese guest lecturer who is committed to solving social 

problems at the grassroots level will also discuss the philosophy and his own experiences. Students will have the opportunity to 

interact in English through listening, discussion and brainstorming activities and will develop of taste of culture from local 

people's perspectives, with the aim to broaden their understanding of perspectives of the world from non-Japanese viewpoints. 

The Spring Semester will focus on the cultural experiences of each guest lecturer, and in the Fall Semester, will examine 

international perspectives on social development. 

Native 講師をお招きして、各国の文化や社会問題、海外に目を向けるようになったきっかけ、戸惑ったことなどを語っていただく。

そのほかにも、草の根レベルで社会問題の解決に尽力する方（日本人１名）を講義にお招きする。これら豊富な経験を持つ講師

（ゲスト・スピーカー）との交流やディスカッションを通して、学生が生きた英語や異文化に触れ、グローバルな視野から異文化へ

の理解を深めると同時に世界規模での社会問題に関心をもつきっかけとしたい。ここでの学びの機会を継続させるために、各講

師（ゲスト・スピーカー）の背景やフィールドに目をむけ、秋学期に予定している「Native と学ぶ社会開発」へとつながるように計画

している。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction to the class and lecture (You are expected to attend the first class) .  

  イントロダクション（第 1 回目は、必ず参加するようにしてください）。 

2. Culture shock: Myth or reality?  

  カルチャーショックーー神話？ あるいは 現実? 

3. Cultural diversity : Through my own experiences in East Africa and Japan  

  東アフリカと日本での経験を通してみる文化の多様性 

 

4. Let’s reexamine “prosperity” and “our viewpoints”：Part 1  

 The Earth and “prosperity” learned through Happy Planet Index  

  : examples of countries in the South 

「豊かさ」や「自分の視点」を見直そうーその１ 

 地球幸福度指数(Happy Planet Index: HPI)から見直す豊かさ：南の国の事例から学ぶ 

5. Let’s reexamine “prosperity” and “our viewpoints”：Part 2  

  : History through the eyes of “demons” 

「豊かさ」や「自分の視点」を見直そうーその２ 

 視点によって異なる歴史を通して考える 

6.  Cultural diversity: Through my life in Austria, the United States and Japan  

 The effects of an excellent performance of musical instruments  

オーストリア、アメリカ、日本での生活を通してみる文化の多様性 

すぐれた楽器演奏の効果とともに  

7.  Image and reality of the United States  

  ：Based on my 30 years of residence in the United States 

 30 年間の滞在を通してみるアメリカ社会のイメージと現実 

8.  The role of democracy in peace and social development in Mozambique.  

モザンビークの平和と社会発展におけるデモクラシーの役割 

9. Share my own experiences as a student and a member of society in general both in Mozambique and Japan 

モザンビークと日本において、学生として、また研究者として経験したことをシェアしよう 

10. Amar Shonar Bangla আমার স ানার বাাংলা（My golden Bengal） 
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  ： The Bengali Language Movement which led Bangladesh to the Liberation War of Independence  

アマール・ショナル・バングラ（我が黄金のベンガル） 

  ：バングラデシュ、独立・解放戦争へと導いたベンガル語公用語化運動 

11. My experiences volunteering and supporting a slum school in Nairobi  

 ナイロビ、スラムの学校における自らのボランティア・支援活動 

12. What I learned growing up as a native Canadian.  

 ネイティブ カナディアンとしての学び 

13. Cultural diversity: Through my life in Bangladesh and Japan  

 バングラデシュと日本での生活を通してみる文化の多様性 

14. Final report 

 最終レポート作成と提出 

 

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

Important information will be provided in the first class. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Attendance, participation and reaction papers 70％ (14 classes x 5% for each class)(70%)/最終レポート(Final Report)(30%) 

You must attend at least ten classes to be eligible to receive credit. You should write a final report and each reaction paper in 

either Japanese or English.(単位修得のためには、10 回以上の出席・参加を要します。リアクション・ペーパーおよび最終レポート

は、日本語、もしくは英語で記述してください)。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

Important information will be provided in the first class. 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

It is planned to invite guest speakers from the second to the thirteenth class. Although one guest speaker will take charge of 

each lecture, the order of each speaker or theme may change, depending on absence, or other unavoidable circumstances. More 

about this will explained in the first class.  

（要約）第 2 回目から第 14 回目まで、ゲストス・ピーカーによる講義を予定しています。ただし、順番は前後することがあります。

また、やむを得ない理由によってゲスト・スピーカーが交代となる場合、各テーマは変更されます。詳細は、第 1 回目の講義時に

お伝えします。 

 

注意事項（Notice） 
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■FG604 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

Ｎａｔｉｖｅと学ぶ社会開発            新座 

(Local People's Perspectives in Social Development) 

担当者名 

（Instructor） 

鈴木 弥生(SUZUKI YAYOI) 

リッチー，Ｚ．(RITCHIE ZANE AARON) 

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） 

英語 

（English） 

備考 

（Notes） 
2015 年度以前 1 年次入学者対象科目 主題別 B科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 This lecture will analyze the developmental issues as carried out with a previous emphasis on economic growth model.Also, 

you will learn about the importance of social development and the ideals and activities of International non-governmental 

organizations(NGOs), and other unique and community-based approaches as a medium for promoting social development. 

経済成長を重視して行われてきた開発の問題点を分析する。また、社会開発の重要性について学ぶ。社会開発の推進媒体とし

て、国際 NGOの理念と活動実態、草の根のコミュニティを基盤とする貴重なアプローチについて理解を深める。 

 

授業の内容（Course Contents） 

Economic growth-oriented assistance and development as led by developed countries and international organizations has 

caused numerous social and environmental issues on a global scale. A continuing worldwide gap between the rich and poor and 

environmental destruction affect us all. While the development model has its place, society needs to adopt measures to move 

away from current economic growth focused paradigm and move toward a people-centered approach and promote well-being, 

as recognized by NGOs, the United Nations and other community-based approaches. Comprehending developmental issues and 

the importance of social development as carried out with a previous emphasis on economic growth, and understanding of the 

ideals and activities of International NGOs as a medium for promoting social development are both important factors in 

understanding social development. 

先進諸国や国際機関主導による経済成長重視の援助や開発は、貧富格差の拡大や生態系の破壊といった新たな社会問題を引

き起こしてきた。これらの問題は一国内にとどまらず、世界規模での問題へと拡大している。そして今日では、国際的な視野から

議論すべき様々な課題が蓄積されている。そこで、開発モデルの見直しを行うなかで、経済成長よりも人間中心、人間の well-

being を第一に考えた発展の必要性が国連や国際 NGO等によって認識されるようになった。経済成長を重視して行われてきた

開発の問題点と社会開発の重要性、社会開発の推進媒体としての国際 NGO等の理念と活動実態を理解することは、社会開発

を学ぶうえで重要な要素となる。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction to the class and lecture(You are expected to attend the first class)  

2. Think Globally, Act Locally 

3. What is Think Globally, Act Locally?  

Increasing of social issues on a global scale and activities at the grassroots based sustainable development  

4. Social development issues 

  : The role of civil society for peace and social development in Mozambique   

5. Social development issues 

  : Promoting educational opportunities for orphaned and vulnerable children in Nairobi 

6. Social development issues 

  : The widening gap between the rich and poor in the United States  

7. Social development issues 

  : The establishment of a computer lab at a slum school in Nairobi 

8. Social development issues 

  : The Student Volunteer Army and the recovery following the Christchurch Earthquakes of  

  2010 and 2011 in New Zealand 

9. Promoting social development 

  : Case studies on micro credit  

10. Community-based approach 

  : The ideals and activities of NGOs constituting civil society 

11. Community-based approach 

  : The ideals and activities of NGOs constituting civil society 

12. Native Canadian Indians and community development 

  : Learning from the mistakes of the past 

13. Social Development: Think Globally, Act Locally 

   : The role of civil society and sustainable development activities at the grassroots level 

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

For more on the concept of social development, please refer to Suzuki（2016, pp.1-20）. More about this will explained in the 

first class.  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Attendance, participation and reaction papers 70％ (14 classes x 5% for each class)(70%)/最終レポート(Final Report)(30%) 

You must attend at least ten classes to be eligible to receive credit. 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. Yayoi Suzuki（鈴木弥生）、2016、『Foreign Aid and Social Development Issues in Bangladesh『バングラデシュ農村にみる外国

援助と社会開発』』、日本評論社（Nihon Hyoronsya, Japan［In Japanese］） 

2. Jun Nishikawa（ed.）(西川潤編著)、2007、『Reconstructing Social Science; Regional Peace and Endogenous Development『社会

科学を再構築する――地域平和と内発的発展』』、明石書店（Akashi Syoten, Japan［In Japanese］） 

3. Yayoi Suzuki (鈴木弥生)、2007、『Comilla Model in Bangladesh; the reality of rural development conducted under the initiative 

of developed countries in Jun Nishikawa（ed.）Reconstructing Social Science; Regional Peace and Endogenous Development, 

Chapter 5, pp.117-136.「バングラデシュのコミラモデルーー先進国がもちこむ農村開発の虚実」 西川潤編著『社会科学を再構築

する：地域平和と内発的発展』 第５章所収』、明石書店（Akashi Syoten, Japan［In Japanese) 

4. Yayoi Suzuki, Zane Ritchie. 2016. A study on the relevance of poverty and international labour migration－－the present 

situation of Bangladeshi migrants to the United States. Journal of the Institute of Community and Human Services, Rikkyo 

University, Japan, Vol.6 

More about this will explained in the first class.  

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

It is planned to invite guest speakers from the second to the thirteenth class. Although one guest speaker will take charge of 

each lecture, the order of each speaker or theme may change, depending on absence, or other unavoidable circumstances. 

Other important information will be provided in the first class. 

 

注意事項（Notice） 
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■FG702 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

キャンパスデザインの思想と立教スピリット 

(The Thought of Campus Design and Rikkyo Spirit) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
アングリカンカレッジの精神とリベラルアーツの伝統 

担当者名 

（Instructor） 

加藤 磨珠枝(KATO MASUE) 

大島 博(OSHIMA HIROSHI) 

深田 麻里亜(FUKADA MARIA) 

村上 寛(MURAKAMI HIROSHI) 

寒野 康太(KANNO KOTA) 

宮崎 光(MIYAZAKI HIKARI) 

崎山 裕子(SAKIYAMA YUUKO) 

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 年次入学者対象科目  

定員 50 名 主題別 B科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

立教大学のキャンパスデザインの思想を、様々な専門領域の視点から学び、立教大学の建学の理念とリベラルアーツの伝統と

のつながりを理解する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

多くの学生たちに愛されている立教大学のキャンパスが、どのような思想をもって設計されているのかを、様々な専門領域の視

点による講義を通じて学び、ただ美しいキャンパスであるだけでなく、その隅々に、立教大学の建学の理念（Pro Deo et Patria：真

理の探究と共生の理念）やリベラルアーツの精神が息づいていることを発見する。それによって各人が、キャンパスライフの中

で、真理の探究と人々との共生、そして、専門性ある教養人という、立教スピリット、立教マインドに親しむようになることを目ざ

す。また立教大学で学ぶ意義や、長い伝統の中で大学が寄与してきた大きな文化的・社会的役割についても理解を深める。立教

大学のキャンパスデザインの思想を、歴史、キリスト教、建築、芸術(音楽、美術)、礼拝などに関する、それぞれ領域の異なる専

門家が、それぞれの視点から読み解き、キャンパスデザインが、どのようなかたちで、立教大学の建学の理念やリベラルアーツ

の精神と結びつき、それを体現しているのかについて講義を行う。その際、特に、大学制度が生まれた中世以来のヨーロッパ的

な学問伝統や、キリスト教文化的背景に光を当て、立教大学の精神源流にも触れる。本科目の特徴としては、特に、旧図書館、

第一食堂、チャペルをはじめとする初期の設計に注目する。チャペルやオルガンについては、実際にチャペル（およびチャペル会

館マグノリアホール）でも、オルガンや聖歌、礼拝などに関する講義を行う。歌唱実技などのアクティビティーや、ディスカッション

が行われることがあるので、授業担当者の指示に従って積極的に参加できることが単位取得の条件である。 

基本的に、受講者は、各自でそれらのテキストを読解し、自ら学んだ内容を、グループディスカッションで共有しつつ、相互に学び

合うことが求められる。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション：立教大学のキャンパスデザイン（ゴシック様式） 

2. キャンパスデザインの源流 （ケルト文化、修道院文化） 

3. リベラルアーツの伝統１（自由学芸） 

4. リベラルアーツの伝統２ （大学の誕生・中世の大学） 

5. アングリカン・カレッジの源流１（大学とキリスト教、修道会） 

6. 同２（オクスフォード運動、ニューマン） 

7. 小テスト  

8. アングリカン・カレッジにおける音楽の伝統（大学聖歌隊の歴史と役割） 

9. チャペル・オルガンとキリスト教音楽１（チャペルオルガンの歴史と役割） 

10. 同２ 

11. 大学と西洋音楽の伝統１（音楽家たちと大学） 

12. 同２ 

13. アングリカン・チャーチの伝統と立教大学１（立教チャペルについて） 

14. 同２ 

 

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

予習課題と各回の講義ノート。 

立教学院展示館の見学。 

そのほか授業時の指示に従うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(20%)/講義ノートおよび予習課題の精度(30%)/ディスカッションやそのほかアクティビティーでの積極性
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と精度(30%)/小レポート、中間テストの精度(20%) 

各回で指示される予習課題と各回の講義ノートの提出（ほぼ毎回課される）が指定通りなされない場合は欠席扱いとなる。課題

などの指示が e-mail、Blackboardなどで出されることがあるので必ず確認すること。それを確認していなかったことによる不利益

は、受講者の責任となるので注意すること。授業によっては、歌唱実践などのアクティビティー、ディスカッションが行われる場合

があるが、授業担当者の指示に従って、積極的に参加できないものは D 評価とするので受講を控えること。チャペルに入る回が

あるが、いずれの授業回においても、授業マナーについて注意されたものは以降の受講を認めず D 評価とする。 

 

テキスト（Textbooks） 

以下、授業担当者によるテキストを示す。購入は各自の判断にゆだねる。そのほか授業のときに指示する。 

 

ジークフリード・ギーディオン著『新版 空間・建築・時間 ＜復刻版＞』、太田實訳、丸善出版、2009 年（ISBN 9784621080788） 

ルイ・グロデッキ著『図説世界建築史 ゴシック建築 第八巻』、前川道郎、本の友社、1996 年（ISBN 9784894390485） 

W・ブラウンフェルス著『［図説］西欧の修道院建築』、渡辺鴻訳、八坂書房、2009 年 

（ISBN 9784896949407） 

 

金澤正剛著『キリスト教音楽の歴史 初代教会から J.S.バッハまで』 日本キリスト教団出版局、2005 （キリスト教音楽の起源か

らバロック期までの概説です） 

『CDで聴くキリスト教音楽の歴史』[音楽資料] 日本キリスト教団出版局、2001 （上記の書籍で触れられている作曲家および作

品についての解説、対訳本と実演の CD から成り、代表的な作品を選んで編集されています） 

 

DVD"Anthems from King's" (BBC Opus Arte, 2002) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FG703 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

睡眠文化論 

(Sleep and Culture) 

担当者名 

（Instructor） 

豊田 由貴夫(TOYODA YUKIO) 

河東 仁(KAWATOU MASASHI) 

石渡 貴之(ISHIWATA TAKAYUKI) 

鍛治 恵(KAJI MEGUMI) 

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 年次入学者対象科目 主題別 B科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

人間の基本的活動である睡眠を、自然科学の視点からだけでなく、文化の視点から考えることを目的とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

睡眠は、これまで人間の基本的な欲求に基づく行動であるとされ、もっぱら自然科学の領域において研究が行われてきたが、近

年の研究では、これまで考えられてきた以上に睡眠には文化的要因が重要であることが指摘され始めている。この授業では、文

化人類学や社会学、比較文明論など様々な視点から、睡眠を文化的側面から考えてみることを目的とする。睡眠のしくみの基礎

的な理解から始まり、睡眠の歴史的・地理的変異、現代の睡眠環境、寝具のこだわり、夢の民族誌、文学に見る眠りなどのテー

マを扱う予定である。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 睡眠のしくみ（１） 

3. 睡眠のしくみ（２） 

4. 寝不足と認知機構 

5. 生体リズムと睡眠 

6. 夢を見るしくみ 

7. 夢の民族誌：世界の人々はどんな夢を見るのか 

8. 日本の夢信仰 

9. 極北地域での眠り 

10. ねむり衣の文化誌 

11. 現代日本の眠り 

12. チンパンジーの眠り 

13. 寝所の建築史 

14. 文学の中に描かれた眠り 

 

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

毎回、教科書の該当する部分を事前に読んでおくことが望ましい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(100%) 

毎回、授業の感想を確認するためにリアクションペーパーを提出してもらう。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 高田公理ほか編、2008、『睡眠文化を学ぶ人のために』、世界思想社 (ISBN:978-4-7907-1330-2) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FG705 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

ボランティア論 

(Volunteer Studies) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
知ること、考えること、行動すること 

担当者名 

（Instructor） 

平野 方紹(HIRANO MASAAKI) 

古川 秀雄(FURUKAWA HIDEO) 

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 年次入学者対象科目 主題別 B科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

漠然としたボランティアのイメージを、いくつかの事例を通じて、具体的なイメージとして理解できるようにします。またボランティア

を考えることを通して、自分と社会の接点を意識できるようにし、社会問題を自分の頭で考えられるようになり、実際の行動へとつ

なげられるようにします。そして、ボランティア経験を自分の言葉で発信し、自分のキャリア形成を考えることができるようにしま

す。 

 

授業の内容（Course Contents） 

ボランティアをめぐる歴史や言説、今日の社会とボランティアの関わりなどをいくつかの活動フィールドで活躍されているゲストス

ピーカーをむかえて、「ボランティアがいる場所」にフォーカスを当てた議論を展開し、実際のボランティアのニーズ、活動を生かす

ための仕組み、ボランティア自身の気づき、活動が与えるインパクトがどのようにリンクし合っていくのかを、受講生が具体的にイ

メージしながら考察できるよう授業をすすめます。また、ワークショップを交えて、より良い変革のための合意形成や提案について

も実践的に学んでゆきます。 

その上で、ボランティアがもつ意義を捉えなおし、学生の「知ること」「考えること」「行動すること」を触発する場としてゆきます。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. ボランティアの歴史と諸概念 

3. ボランティアを取り巻く社会 

4. 一歩踏み出す。世界、拡がる－ボランティアへ向けてのワークキャンプの視点－ 

5. 災害ボランティアについて① あなたにできることは？ 

6. 災害ボランティアについて② 大学の取り組みと参加者の声 

7. ボランティアプログラム紹介①  

8. ボランティアプログラム紹介② 

9. オリンピック・パラリンピックと大学ボランティア 

10. ボランティア体験を言葉にする 

11. 様々な立場からの社会貢献－企業が行う社会貢献活動が果たす役割－ 

12. ソーシャルな視点から仕事をする－ハンセン病報道への想い－ 

13. 学生時代のボランティアからキャリア形成を考える 

14. ソーシャルデザイン－アイディアが世界を変える－ 

 

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

本授業は多くのゲスト講師で構成される授業なので、予習として授業前にゲスト講師の活動等をインターネット等で調べ、講師へ

の質問内容などを準備しておくこと。 

ゲスト講師の授業の内容や感想を文書にしてまとめておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/毎時間のリアクションペーパー(20%)/中間レポート(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特に使用しない。授業時にプリント等を配布します。 

 

参考文献（Readings） 

特になし 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

ボランティアセンターHP： http://www.rikkyo.ac.jp/support/volunteer/ 

日本財団学生ボランティアセンターHP: http://gakuvo.jp/ 

ボランティア活動に興味のある方、やってみたいという方は受講してください。 
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注意事項（Notice） 
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■FG709 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

翻訳・通訳と現代社会 

(Translation and Interpreting in the World Today) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
翻訳通訳事象を通して考える現代社会の諸相 

担当者名 

（Instructor） 

武田 珂代子(TAKEDA KAYOKO) 

本村 裕美子(MOTOMURA YUMIKO) 

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 年次入学者対象科目 主題別 B科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

外交，紛争、司法、福祉，医療，文学，映画，ビジネス，テクノロジーなど現代社会の諸相における翻訳・通訳事象の考察を通し

て，グローバル化や多文化多言語共生社会におけるコミュニケーションの意味について理解を深める。 

 

授業の内容（Course Contents） 

現代社会の諸相で翻訳・通訳行為に関わるゲストスピーカーによる講義および教員・学生を交えたディスカッションを通して，グロ

ーバル化や多文化多言語共生社会におけるコミュニケーションの意味や異文化・異言語間コミュニケーションの仲介役としての翻

訳・通訳者の役割について考察する。可視性が高いと思われる文学・映画分野における翻訳行為に加え、司法・福祉・医療にお

ける通訳の実践者・教育者の視点、機械翻訳その他の翻訳ツール，グローバル企業の翻訳・通訳戦略などに焦点を当てる。ま

た、翻訳通訳サービスの効果的なユーザーになるための議論も行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 外交通訳 

3. スポーツ通訳 

4. ビジネス通訳 

5. 司法通訳 

6. 医療通訳 

7. 手話通訳 

8. 文芸翻訳 

9. 字幕翻訳 

10. アジア言語の翻訳・通訳 

11. 機械翻訳と翻訳ツール 

12. グローバル企業の翻訳・通訳戦略 

13. まとめ 

14. 総括と最終テスト 

（内容と順番に変更が生じる可能性あり。） 

 

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

ゲストスピーカーの仕事について事前に調べ、課題を提出して、授業に臨むこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(40%)/コメントカード(40%)/課題(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 武田珂代子編著、2017、『翻訳通訳研究の新地平』、晃洋書房 (ISBN:9784771028135) 

 

参考文献（Readings） 

1. 鳥飼玖美子編著、2013、『よくわかる翻訳通訳学』、ミネルヴァ書房 (ISBN:4623067270) 

授業中に適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

TI@Rikkyo http://www2.rikkyo.ac.jp/web/ti-rikkyo/ 

Kayoko Takeda's publications https://works.bepress.com/kayoko_takeda/ 

 

注意事項（Notice） 

 

 



 - 647 - 

■FG710 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

こっち、あっちの人類学 

(Anthropology of Here and There) 

担当者名 

（Instructor） 

奥野 克巳(OKUNO KATSUMI) 

佐藤 壮広(SATOU TAKEHIRO) 

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 年次入学者対象科目 主題別 B科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

私は<こちら>にいて<あちら>にはいない。こちらには<自己>＝<主体>がいる。あちらには<他者>＝<客体>がいる。二元論思考は

際限なく文化空間に広がる。<男>と<女>。<人間>と<動物>。<日常>と<非日常>。<俗>と<聖>。<生>と<死>。<この世>と<あの世

>・・・。ゾンビは死んでおり生きてもいる。サモア島の「ファアファフィネ」は男と女のどちらでもない第三の性の名称である。二元論

思考には、二つの項のどちらにも納まりきらない部分が出てくる。その部分に「意味」が生じる場合がある。二つの極が消されて、

合体されたものが生まれる場合もある。はたして、二元論思考とは、人間にとって不可欠なのであろうか？ 本授業では、私たち

を取り巻く<あっち>と<こっち>、すなわち二元論思考を取り上げて、その境界性、越境性、媒介性、変則性などに注目しながら、知

的に冒険してみよう。 

 

授業の内容（Course Contents） 

コーディネータ・奥野克巳（異文化コミュニケーション学部）と佐藤壮広（兼任講師）による初回の本授業のイントロダクションを踏ま

え、第 2 回めから第 13 回めは、50 分をめどにゲストスピーカーに、それぞれの専門分野・関心領域における二元論思考をめぐ

る問題についての話題提供をしてもらう。佐藤による司会進行、質疑応答とまとめ、奥野による付加的な質疑などを含めて、毎回

の授業を進める。第 14 回目は、奥野と佐藤が全体のまとめを行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. こっち、あっちの人類学：二元論を考えるとはいかなることか？（奥野 克巳・佐藤 壮広） 

2. 環境倫理学から二元論を考える（戸張 雅登） 

3. 反奴隷制思想から二元論を考える（山本 洋平） 

4. 文学の言葉から二元論を考える（山田 悠介） 

5. 演劇から二元論を考える（嶽本 あゆ美） 

6. ファシリテーションから二元論を考える（佐々木 薫） 

7. 仏像から二元論を考える（君島 彩子） 

8. 日常にある道具から二元論を考える（山崎 剛） 

9. 性風俗世界から二元論を考える（熊田 陽子） 

10. ラカンから男女の二元論を考える（工藤 顕太） 

11. 制作から二元論を考える（上妻 世海） 

12. 生活困窮から二元論を考える（白波瀬 達也） 

13. メディアから二元論を考える（田北 康成） 

14. まとめ（奥野 克巳・佐藤 壮広） 

 

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

毎回配布される資料を熟読し、復習をすること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(40%)/出欠と授業参加態度(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FG712 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

２０２０年東京パラリンピック支援を考える 

(Support to the Tokyo Paralympics 2020) 

担当者名 

（Instructor） 

松尾 哲矢(MATSUO TETSUYA) 

西原 廉太(NISHIHARA RENTA) 

平田 竹男(HIRATA TAKEO) 

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 年次入学者対象科目 主題別 B科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

2020 年東京パラリンピックに着目して、パラリンピックの魅力と現代的意味及び課題を探り、パラリンピック支援のあり方とその方

法について検討するとともに、これらの検討を通して障がい者理解と支援のあり方について多角的に考究する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

2020 年東京パラリンピックに関連する政策担当者、競技団体、組織委員会、メディア関係者、パラリンピアン等の多彩なゲストを

招聘し、東京パラリンピック開催の現代的意味と課題、開催後の有形・無形のレガシー（遺産）をどう残していけばよいのか、大会

時のボランティアの必要性と支援のあり方、その具体的な方法等を検討する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 授業の問題意識－理解から行動へ 進め方 スケジュール 

2. パラリンピックの歴史と課題 

3. 2020 年東京オリンピック・パラリンピックの招致活動、開催決定、そして大会に向けた動き 

4. パラリンピック選手養成の現在－メダルの獲得とスポーツの普及 

5. パラリンピックの魅力と求められる支援（１） 車いすバスケットボール 

6. パラリンピックの魅力と求められる支援（２） 水泳競技 

7. パラリンピックの魅力と求められる支援（３） 車いす陸上競技 

8. 2020 年東京オリンピック・パラリンピックと共生社会 

9. パラリンピックにみる技術革新‐用具の進化と現在 

10. ロンドンパラリンピックから学ぶこと、そして 2020 年東京パラリンピックで残すべきレガシーとは 

11. パラリンピックとメディア－メディアはパラリンピックをどう伝えてきたのか、そしてこれから 

12. スポーツボランティアの魅力と 2020 年東京パラリンピック支援 

13. 2020 年東京パラリンピックを支える楽しさとその方法について考える 

14. 2020 年東京パラリンピック支援に向けて何ができるのか‐支えることの意味と行動 

 

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

授業時に適宜指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/出席、リアクションペーパー、授業への参加度を総合評価(40%) 

２／３以上の出席がない場合は成績評価の対象としない。 

 

テキスト（Textbooks） 

特に指定せず、授業時に資料を配布する。 

 

参考文献（Readings） 

授業時に適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

１）授業全体を松尾哲矢（科目担当者）・平田竹男（兼任講師・早稲田大学教授・内閣官房参与、内閣官房東京オリンピック競技

大会・東京パラリンピック競技大会推進本部 事務局長）でコーディネートする。 

２）遅刻厳禁、積極的な参加を期待します。 

 

注意事項（Notice） 
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■FG716 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

キリスト教と民衆文化 

(Christianity and Popular Culture) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
キリスト教文化史と諸相 

担当者名 

（Instructor） 

加藤 磨珠枝(KATO MASUE) 

茅根 紀子(CHINONE NORIKO) 

杉本 ゆり(SUGIMOTO YURI) 

村上 寛(MURAKAMI HIROSHI) 

後藤 里菜(GOTO RINA) 

杉山 美耶子(SUGIYAMA MIYAKO) 

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 年次入学者対象科目 主題別 B科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

キリスト教においては、言葉（文学・思想）、音楽、美術（建築を含む）などの芸術文化が豊かに花開き、歴史を通じて、様々な文

化・社会に多大な影響を与え続けている。そうしたキリスト教の伝統を学び、その中でも、聖職者・修道者ではなかった一般民衆

の霊性文化について、それぞれの専門家による講義を通じて、理解を深めることが本授業の目標である。 

 

授業の内容（Course Contents） 

本科目ではキリスト教とのかかわりの中で生み出され形成された民衆文化について学ぶ。西欧社会においてはキリスト教受容を

通じて民衆文化が豊かに花開き、歴史を通じて、様々に展開していった。授業全体は、キリスト教美術、キリスト教音楽、キリスト

教思想、キリスト教史の四領域の専門家の連携したプログラムによって構成され、複数の講師、ゲスト・スピーカーによる講義が

行われる。１）中世の民衆宗教音楽について実演を含む講義。２）美術史の観点からキリスト教と民衆文化についての講義。３）

神学及び歴史学の観点から、民衆文化と密接に結びついた、祝祭、習俗、聖人崇敬、聖地巡礼などに関する講義を行う。また現

代におけるキリスト教とポピュラー・カルチャーとの関係や、現代における祝祭や聖地巡礼についても取り上げることがある。なお

内容は受講者の状況などに応じて変更される場合がある。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション：中世ヨーロッパにおけるキリスト教受容 

2. マリア崇敬 

3. 聖人崇敬 

4. 聖地と巡礼 

5. 祝祭 

6. 宗教運動 

7. 贖罪と救済 

8. 宗教美術と制度 

9. イメージと霊性 

10. イコノクラスム 

11. キリスト教と音楽 

12. 中世ヨーロッパの音楽 

13. 教会音楽 

14. 民衆霊性と音楽 

 

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

指示される予習課題と講義ノート。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

予習課題と講義ノートの精度(40%)/授業内のアクティビティー、ディスカッションへの積極性と精度(30%)/最終レポートの精度(30%) 

指定された予習課題と講義ノート（ほぼ毎回課される）を指示通り提出しない場合は欠席扱いとなる。また内容が杜撰である場合

も未提出と同じように扱われる。授業によっては歌唱実践などのアクティビティーやディスカッションが行われる場合があるが、授

業担当者の指示に従って、積極的に参加できない場合は、以降の受講を認めず D 評価となるので、受講希望者は留意するこ

と。そのほか授業マナーについて注意されたものは以降の受講を認めず D 評価となる。課題やそのほかの指示が e-mail、

Blackboardなどで指示されるが、それを必ず確認すること。確認しないことによる不利益は受講者の責任となる。 

 

テキスト（Textbooks） 

授業時に配布する。 
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参考文献（Readings） 

授業時に指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FG717 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

テレビという媒体 

(Television as a Medium) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
ポスト・グローバル時代の大衆文化 

担当者名 

（Instructor） 

細井 尚子(HOSOI NAOKO) 

貴島 誠一郎(KIJIMA SEIICHIRO) 

土屋 秀夫(TSUCHIYA HIDEO) 

塚原 あゆ子(TSUKAHARA AYUKO) 

植田 博樹(UEDA HIROKI) 

佐野 史郎(SANO SHIRO) 

高田 圭三(TAKADA KEIZO) 

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 年次入学者対象科目 主題別 B科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

グローバル化した現代の大衆文化の特性は、選択するソフトの多様化のみならず、媒体の多様化も重要な要素の１つとなってい

る。戦後の日本社会に寄り添って成長してきたメディアであるテレビの特性を考察し、現代の大衆文化をテレビ媒体の現代史と重

ね、ポスト・グローバル時代の大衆文化について理解を深める。 

 

授業の内容（Course Contents） 

1953 年に NHK東京テレビジョン局が本放送を開始して以来、民放各局が開局したテレビの歴史・テレビを巡る状況を理解した上

で、「ドラマ」に焦点を当てて設けた切り口―演出、制作、美術、演者－から、メディアであるテレビの特性を考察する。現場で活躍

する方々を講師に迎え、具体的な事例を用いて展開する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. （4 月 28 日）オリエンテーション・①テレビというメディア 

細井尚子＝異文化コミュニケーション学部・貴島誠一郎＝ＴＢＳエグゼクティブプロデューサー・土屋秀夫＝元ＮＨＫプロデュ

ーサー・取締役上席執行役員 

2. （4 月 28 日）②テレビの歴史 

細井・貴島・土屋 

3. （4 月 28 日）③テレビを巡る状況＋講師トーク・セッション、質疑応答 

細井・貴島・土屋 

4. （5 月 12 日）①ディレクターの仕事 

細井・貴島・塚原あゆ子＝ドリマックス・テレビジョン・ディレクター 

5. （5 月 12 日）②テレビ「ドラマ」を演出する 

細井・貴島・塚原 

6. （5 月 12 日）③ディレクターの視点から語るテレビドラマ＋講師トークセッション、質疑応答 

細井・貴島・塚原 

7. （6 月 9 日）①プロデューサーの仕事 

細井・貴島・植田博樹＝TBSプロデューサー 

8. （6 月 9 日）②テレビドラマをプロデュースする 

細井・貴島・植田 

9. （6 月 9 日）③プロデューサーの視点から語るテレビドラマ＋講師トークセッション、質疑応答 

細井・貴島・植田 

10. （6 月 23 日）①美術の仕事 

細井・貴島・高田圭三＝アックス・美術プロデューサー 

11. （6 月 23 日）②テレビドラマ美術の「時代考証」 

細井・貴島・高田 

12. （6 月 23 日）③美術制作の視点から語るテレビドラマ＋講師トークセッション、質疑応答 

細井・貴島・高田 

13. （7 月 14 日）①俳優という仕事 

細井・貴島・佐野史郎＝俳優 

14. （7 月 14 日）②テレビドラマにおける俳優の「役作り」 

細井・貴島・佐野 

 

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

必要に応じて教場で具体的な課題を示す。 
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成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(50%)/リアクション・ペーパー(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

必要に応じ、教場で示す。 

 

参考文献（Readings） 

必要に応じ、教場で示す。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

本講座は 5 回目（7 月 14 日）も 3 コマ（3～5 限）で開講する。 

7 月 14 日③の授業計画：俳優の視点から語るテレビドラマの現状と未来＋講師トークセッション、質疑応答（細井・貴島・佐野） 

 

開講日に注意。1 回欠席すると、週 1 回授業の場合の 3 回欠席に相当するので気を付けること。 

 

注意事項（Notice） 
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■FG718 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

グローバルシティ・ソウルを読み解く 

(Seoul Studies: Exploring the Global City) 

担当者名 

（Instructor） 

黄 盛彬(SEONGBIN HWANG) 

金 兌恩(KIM TAEEUN) 

平田 由紀江(HIRATA YUKIE) 

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 年次入学者対象科目 主題別 B科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

グローバル都市としてのソウルへの知的な探求を目的とする．現代韓国についての情報提供に止まるのではなく, それをもとに

いかにその社会や文化を研究していけばいいのかについての社会学的な知見と視座を身につける． 

 

授業の内容（Course Contents） 

グローバル都市としてのソウルにおける諸現象を取り上げ, その背景を解説する．ソウルにおける社会・文化的な諸現象を, どの

ような枠組みで分析しうるのか, という理論枠組みを提示する. 各回の講義では、ソウルのある場所を訪れて, そこでの顕著な現

象を取り上げ, 研究・分析のアプローチを紹介していく. 「北村」, 「ソウル市庁前広場」, 「鐘路」, 「新村」, 「明洞」, 「江南」, 「梨泰

院」などと観光スポットとしても馴染みのある場所を取り上げるが, テーマとしては「伝統」, 「ポピュラーカルチャー」, 「ジェントリフ

ィケーション」, 「外国人労働者・移民」, 「多文化化」, 「社会的排除」, 「貧困・格差」, 「ジェンダー」, 「文化資本」などの社会学的

テーマを多く取り上げる.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. ソウル市庁前から世宗路：数百万人によるデモを駆り立てるものは何か 

3. 大学の街とジェントリフィケーション：シンチョン（新村）からホンデ（弘大） 

4. 伝統の創造：インサドン（仁寺洞）と（ブッくチョン）北村を訪ねる 

5. ファン文化と観光①：韓国ドラマと日本女性観光客 

6. ファン文化と観光②：K ポップとチョンダムドン（淸潭洞） 

7. ジェンダーで読み解く韓流と新大久保 １ 

8. ジェンダーで読み解く韓流と新大久保 ２ 

9. 近代歴史遺産を考える：ソウル駅 

10. 記憶の場としての西大門刑務所 

11. 多文化な街、イテウォン（梨泰院） 

12. ソウルの多文化化の現実と課題：大林洞の中国朝鮮族  

13. インターネットと民主主義を考える：公共圏としてのインターネット空間 

14. 総括 

 

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

各回の参考文献を事前に読んでおくこと． 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/授業内でのレポート(50%)/出席などの授業参加度(10%) 

 

テキスト（Textbooks） 

初回の授業時にシラバス詳細版を配布する． 

 

参考文献（Readings） 

1. Saskia Sassen、2008、『グローバル・シティ―ニューヨーク・ロンドン・東京から世界を読む』、筑摩書房 (ISBN:448086718X) 

2. 文京洙、2015、『新・韓国現代史』、岩波書店 (ISBN:4004315778) 

3. 四方田 犬彦、2001、『ソウルの風景―記憶と変貌』、岩波書店 (ISBN:400430749X) 

4. 川村 湊、2000、『ソウル都市物語―歴史・文学・風景』、平凡社 (ISBN:4582850391) 

5. 鄭 雲鉉、1999、『ソウルに刻まれた日本―69 年の事蹟を歩く』、桐書房 (ISBN:4876474583) 

6. Todd A. Henry. 1016. Assimilating Seoul: Japanese Rule and the Politics of Public Space in Colonial Korea, 1910-1945. Univ 

of California Pr (ISBN:0520293150) 

7. Lees, Loretta. 2017. Global Gentrifications: Uneven Development and Displacement. Policy Press (ISBN:1447313488) 

各回の授業で, その都度案内する． 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■FG719 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

フィールドから考える現代世界の暴力と平和 

(Violence and Peace in Modern World) 

担当者名 

（Instructor） 

石井 正子(ISHII MASAKO) 

小峯 茂嗣(KOMINE SHIGETSUGU) 

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 年次入学者対象科目 主題別 B科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

現代世界の暴力と平和の諸相を理解する。 

様々な実体験を持つ講師の経験を通して、それらをより身近なものとして考えられるようにする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

  紛争、災害、テロリズムなどに見られるように、現代世界においては、個人や地域社会、国家、さらには地球全体にも脅威は蔓

延している。そしてそれらの脅威は時には連鎖反応を引き起こしている。例えばシリアの内戦は、欧州の難民・移民への迫害を引

き起こし、日本国内のヘイト・スピーチの広がりは、北東アジアの国家間の緊張も背景にある。本科目は、このような現代世界の

暴力の背景や影響をどのようにとらえ、それらに対していかに取り組んでいくかについて考えていくことを目的とする。                                   

 本科目では、世界の多彩なフィールドにおいて、様々な立場から取り組みを行ってきた実践家を講師に招き、講師たちの実体験

を語っていただき、それを踏まえた現代世界を見る視点を提供していく。そしてその提起を基にした議論を行っていく。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 首藤信彦氏「現代世界の暴力と平和を読み解く視点」 

3. 小川秀樹氏「コソボ―冷戦終結後のバルカン半島情勢と現状」 

4. 阪口直人氏「カンボジア―内戦終結後の民主化の動向」 

5. 今井ひなた氏「スリランカ―内戦終結後の政治変動」 

6. 玉木智弘氏「アフリカ―開発コンサルタントとして見る変貌」 

7. 振り返り＆ディスカッション①（第 2 回～第 6 回） 

8. 石井正子「フィリピン南部の武力紛争：暴力的過激主義の台頭を人びとはどう受け止めているのか」 

9. 吉村誠司氏「日本と世界の災害の現場から」 

10. 小峯茂嗣「ルワンダ―ジェノサイド後を生きる加害者と被害者」 

11. 石丸次郎氏「北朝鮮―国内からの声を聴き、伝える」 

12. 永井陽右氏「ソマリア―難民の若者をテロリストにさせないために」 

13. 首藤信彦氏「中東―ＩＳ後の地域情勢と世界」 

14. 振り返り＆ディスカッション②（第 8 回～第 13 回） 

 

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） 

授業への参加度(30%)/振り返り＆ディスカッションにおけるリアクションペーパー(70%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業で適宜紹介する。 

 

参考文献（Readings） 

授業で適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

上記の講師のタイトルはすべて「仮」タイトルです。 

授業スケジュールは講師の都合により変更になる場合があります。 

 

注意事項（Notice） 
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■FG720 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

立教ＯＢＯＧの「社長の履歴書」 

(Career of Rikkyo Graduate CEOs) 

担当者名 

（Instructor） 

須永 徳武(SUNAGA NORITAKE) 

井田 純一郎(IDA JUNICHIRO) 

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 年次入学者対象科目 主題別 B科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

立教大学 OBOGの社長のキャリアを聞くことを通して、受講生それぞれが自らのキャリア形成について具体的に考え、大学での

学びや過ごし方を再認識する機会とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

現役の社長として、現在、会社経営のかじ取りをしている立教大学 OBOG社長をお招きし、大学時代をどう過ごしたか、起業した

経緯や会社経営の難しさ、どのような人材がこれからの社会には必要か、大学時代に何を、どのように学ぶべきか、など様々な

論点について、立教大学の先輩として後輩の学生たちに率直な考えを伝えてもらう。また、一方的な講義ではなく、学生と社長と

の討論や意見交換を積極的に行えるよう、インタラクティブな形式で授業を進める。  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 本講義のガイダンス（須永徳武） 

2. 社長の履歴書 1 （井田純一郎・サンヨー食品株式会社社長） 

3. 社長の履歴書 2 （石渡美奈・ホッピービバレッジ株式会社社長） 

4. 社長の履歴書 3 （鈴木雅哉・株式会社 MonotaRo社長） 

5. 社長の履歴書 4 （宮地勘司・株式会社 教育と探求社社長） 

6. 社長の履歴書 5 （高柳寛樹・株式会社ウェブインパクト社長） 

7. 社長の履歴書 6 （山野政彦・株式会社山野楽器社長） 

8. 社長の履歴書 7 （峰岸真澄・株式会社リクルートホールディングス社長） 

9. 社長の履歴書 8 （菅原勇一郎・株式会社玉子屋社長） 

10. 社長の履歴書 9 （高橋百合子・E.OCT株式会社社長） 

11. 社長の履歴書 10 （佐藤光紀・株式会社セプテーニ・ホールディングス社長） 

12. 社長の履歴書 11 （品川泰一・株式会社ユーキャン社長） 

13. 社長の履歴書 12 （治山正史・株式会社はるやまホールディングス社長） 

14. 総括－立教 OBOG社長から何を学び、これからどう生きるか？（須永徳武） 

 

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

毎回の授業において指示する。 

 

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など(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特になし。 

 

参考文献（Readings） 

必要に応じ授業中に紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業全体を、井田純一郎（サンヨー食品株式会社社長・兼任講師）と須永徳武（科目担当者）でコーディネートする。なお、ゲスト

スピーカーの各社長および登壇順は都合により変更されることがある。 

 

また、最終授業日（総括回）の夕方より、登壇いただいた各社長と受講生との懇親会を開催する予定である。 

 

注意事項（Notice） 
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■FG721 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

キャスターが教える”コミュニケーション力” 

(Ahchorpersons Teach Communication Skills) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
情報を的確に伝え、コミュニケーション力を向上させるためのスキル 

担当者名 

（Instructor） 

郭 洋春(KWAK YANGCHOON) 

橋谷 能理子(HASHITANI NORIKO) 

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 年次入学者対象科目 主題別 B科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

約 30 年にわたり報道番組のキャスターを務めてきた方をお招きして、その経験を生かし、必要な情報をいかに相手にわかりやす

く伝え、なおかつ相手と信頼関係を築いて円滑なコミュニケーションを図るかを教える。 それによって、結果的に“人間力”の向上

にもつなげることを目的とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

サンデーモーニングでキャスターを務める橋谷能理子さんをメイン講師として、毎回コミュニケーション能力を向上させる方法を実

践的に伝える。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. コミュニケーション力、伝える力がなぜ今重要か 

2. 【伝えるスキル】ゲストスピーカー 佐々木圭一氏（コピーライター・「伝え方が９割」著者）に「ノーをイエスにする技術」につい

ての話を聞く 

3. 【伝えるスキル】傾聴・ノンバーバル（非言語）コミュニケーションの重要性 

4. 【伝えるスキル】情報整理・要約力の強化 

5. 【伝えるスキル】説明力・説得力の強化 

6. 【人を動かすスキル】ＮＬＰ心理学を用いたコミュニケーション法 

7. 【人を動かすスキル】心を動かす話術とは？～東京オリンピックプレゼンテーションの考察① 

8. 【人を動かすスキル】心を動かす話術とは？～東京オリンピックプレゼンテーションの考察② 

9. 【人を動かすスキル】ディスカッション～自分の意見をどう主張するか～ 

10. 【メディアを考える】ゲストスピーカー 古田大輔氏（バズフィード・ジャパン創刊編集長）に、「全てのメディアはネットへ 溢れ

る情報の中で騙されないために」というテーマで話を聞く 

11. 【メディアを考える】テレビ制作の現場とは～番組はどう作られるか～ 

12. 【メディアを考える】ゲストスピーカー 関口宏氏に、現在のテレビ、報道の現状について、また可能性や課題についての話

を聞く 

13. 【メディアを考える】伝えることの可否、伝える手法の考察 

14. 【“伝える”ための総合力】テレビの特集を企画し、プレゼンテーションを実践する 

 

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

随時指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

毎回のコメントペーパー(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 橋谷能理子、2016、『伝わる力－90 分で変わる！相手の信頼を勝ち取る』、プレジデント社 (ISBN:4833421976) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

http://ameblo.jp/hashitani/ 

 

注意事項（Notice） 
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■FG722 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

音楽の生まれる場 

(Raum des Musizierens': Aspects of Musical Culture in 19th Century Germany) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
19 世紀ドイツにおける音楽文化の諸相 

担当者名 

（Instructor） 

星野 宏美(HOSHINO HIROMI) 

玉川 裕子(TAMAGAWA YUKO) 

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 年次入学者対象科目 主題別 B科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

19 世紀ドイツ市民社会における音楽文化の諸相を、作品のみならず、音楽実践にも着目して、多角的に考察する。複数の教員と

ゲスト・スピーカー、学生間の議論を通し、音楽が対話を促し、コミュニケーションを深めることを学ぶ。 

 

授業の内容（Course Contents） 

ライプツィヒといえば、西洋クラシック音楽に興味がある人は、バッハやシューマン、メンデルスゾーンといった音楽家たちの名を

すぐに思い浮かべるだろう。しかし、この町の音楽の営みはこれに尽きない。彼らの名声を慕って、さまざまな音楽家がライプツィ

ヒにやってきた。あるいはまた、市民が主役のこの町では、職業音楽家のみならず、音楽愛好家たちによる音楽実践が町の音楽

文化形成に重要な役割を果たした。本講義では、比較の項として王の居住地ベルリンの例を最初にみたうえで、ライプツィヒに舞

台を移し、この町の音楽実践、あるいはまたこの町に所縁のあった人物の音楽活動をみていきたい。 

2 人の教員（星野宏美、玉川裕子）が毎回の授業に参加するほか、学期中数回の授業にゲスト・スピーカーを招く。研究者にはひ

とつのテーマを掘り下げて語っていただく一方、演奏家には生演奏を交えるとともに、実践的な音楽家の立場から発言をいただ

く。学期終盤の授業では、複数の演奏家を招き、本格的なコンサートを催して、「音楽の生まれる場」を皆で体験する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 音楽の生まれる場――貴族から市民へ 

2. ベルリンと神童メンデルスゾーン 

3. ファニー・ヘンゼルの日曜音楽会 

4. 市民の音楽生活――ピアノ連弾というジャンル 

5. 市民の町ライプツィヒの音楽生活――ゲヴァントハウスを中心に 

6. ライプツィヒとメンデルスゾーン 

7. ライプツィヒとシューマン夫妻 

8. ライプツィヒと女性たち 

9. ライプツィヒと北欧 

10. ライプツィヒとバッハ 

11. ディレッタントとプロフェッショナル 

12. 指揮者の役割 

13. 総括 

14. コンサート――演奏家をお迎えして 

 

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

図書館所蔵の音楽事典類、音楽書、AV コーナーの CD や DVD を活用するとともに、積極的に生演奏に触れてほしい。授業中に

随時、紹介する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/毎回の出席票を兼ねたリアクション・ペーパー(60%) 

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ない。 

 

テキスト（Textbooks） 

特になし 

 

参考文献（Readings） 

1. 星野宏美著、2003、『メンデルスゾーンのスコットランド交響曲』、音楽之友社 

2. フライア・ホフマン著、阪井葉子・玉川裕子訳、2004、『音楽と身体ーー市民社会における女性の音楽家集う』、春秋社 

3. モニカ・シュテークマン著、玉川裕子訳、2015、『クララ・シューマン』、春秋社 

4. 星野宏美編・解説、2005、『玉川大学教育博物館所蔵 メンデルスゾーン自筆ピアノ譜 ゲーテの詩に基づく《最初のワルプル

ギスの夜》』、雄松堂 

5. 吉成順、2014、『〈クラシックとポピュラー〉――公開演奏会と近代音楽文化の成立』、アルテスパブリッシング 
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6. 玉川裕子編・著、2015、『クラシック音楽と女性たち』、青弓社 

7. 新田ユリ、2015、『ポポヨラの調べ――指揮者がいざなう北欧音楽の森』、五月書房 

その他、随時紹介する 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

時間厳守。私語厳禁。質問や指摘、討論はもちろん歓迎する。 

 

注意事項（Notice） 
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■FG723 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

パトス・ロゴス・エトス 

(Pathos, Logos and Ethos) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
新しい時代の知を探求する 

担当者名 

（Instructor） 

小澤 康裕(OZAWA MICHIHIRO) 

鶴田 麻衣(TSURUTA MAI) 

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 年次入学者対象科目 主題別 B科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

不確かな未来で舵をきることのできるイノベーターの育成を目的とし、イノベーションが起こる原理や知識の習得のため、短期的

ではなく、世の中の大きな流れを読み、自らの頭で思考するためのインプットとアウトプットの訓練をしながら「不確実な未来を想

像する力」を身につけることを目的とする。 

 

そのため、自ら問題を発見し、思考することができるための思考力（ここでは、ロジカル・シンキングとクリエイティブ・シンキングと

する）及び、アウトプット（ここでは、ディベート、プレゼンテーション、ワークシートとする）を実行するための、インプット及びカリキュ

ラム内でのトレーニングを実施する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

本科目では、以下 3 つの切り口から思考を深堀する 

①ミクロからマクロへ 

＜「視点」を尖らせる＞ 

事実を前にした際に、変革の歴史や時代背景、経緯などを理解し、鋭い視点での事実の解釈「どの部分を見るか」を養う 

②日本から世界、過去から未来へ 

＜「視座」を高くする＞ 

いちコンシューマー、いち大学生ではなく、価値を提供する側、判断するなどの立場を考えながら、思考・判断の視座を高くする力

を養う 

 

上記を達成するために、6 つのステップを実践する 

1.思考する重要性を認識する 

2.思考するための武器（フレーム）を認識する 

3.思考するための武器（フレーム）を使って実践してみる 

4.未知を思考する訓練をする 

5.未知と現実社会を結びつける 

6.思考サイクルの定着 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction：イノベーションの世界史 

2. 「思考」とは何か①～論理的に考える～ 

3. 「思考」とは何か②～論理を飛躍して考える～ 

4. 価値創造と問題解決  

5. 未来を想像する  

6. 実社会を知る（Guest Speaker予定） 

7. 「企業」とは何か 

8. 「仕事」とは何か 

9. テクノロジによって変わる世界～シンギュラリティ～ 

10. テクノロジによって変わる世界～Disruptor～ 

11. 「優秀な人材」とは何か① 

12. 「優秀な人材」とは何か②（Guest Speaker予定） 

13. 「キャリア」を考える（Guest Speaker 予定） 

14. 振り返り:「不確かな未来で舵を切る方法」 

 

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

授業内で必要に応じて指示する。  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席およびリアクションペーパーの提出(50%)/授業への貢献度(30%)/ワークシート(20%) 
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原則として全回出席すること。出席は、リアクションペーパーの提出完了までを示す。出席数が全 14 回のうち 10 回未満の者は

D 評価とする。 

 

テキスト（Textbooks） 

授業内で必要に応じて指示する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 波頭 亮、『思考・論理・分析：「正しく考え、正しく分かること」の理論と実践』、産能大出版部 

2. ジャレド・ダイアモンド、『銃・病原菌・鉄』、草思社 

3. ジェイムズ・ロジャー・フレミング、『気象を操作したいと願った人間の歴史』、紀伊國屋書店 

4. マット・リドレー、『繁栄-明日を切り拓くための人類 10 万年史』、早川書房 

5. 松田 卓也、『2045 年問題 コンピュータが人類を超える日』、廣済堂出版 

6. リンダ・グラットン、『ワーク・シフト』、プレジデント社 

7. エリック・シュミット、ジャレッド・コーエン、『第五の権力 Google には見えている未来』、ダイヤモンド社 

ジム・コリンズ著『ビジョナリー・カンパニー』日経 BP社 

ゲイリー・ハメル著『経営は何をすべきか』ダイヤモンド社 

原 丈人著『増補 21 世紀の国富論』平凡社 

ルイス・ピーノルト著『コンサルティングの悪魔』徳間書店 

大西 康之著『会社が消えた日 三洋電機 10 万人のそれから』日経 BP社 

後藤 直義、森川 潤著『アップル帝国の正体』文藝春秋 

アルビン・トフラー、ハイジ・トフラー著『富の未来』講談社 

アルビン・トフラー著『第三の波』中央公論新社 

レイ・カーツワイル著『シンギュラリティは近い』NHK出版 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

本プログラムは、実社会の中で理想を描き、自ら問題を発見し解決できるイノベーターの育成を目的としている。そのため、受講

者には自主的な学びと思考を期待する。 

カリキュラムはインタラクティブで、受講者同士が互いに意見をディスカッションする形式を取り入れる。また、思考を深めるための

多様な文献の繙読を求める。 

 

ぜひ、意欲の高い方に受講いただきたい。 

 

※カリキュラムは、進捗によって変更する可能性もある 

 

注意事項（Notice） 
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■FG724 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

戦後社会と原子力 

(Postwar Japan and Nuclear Power) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
ヒロシマからフクシマまで 

担当者名 

（Instructor） 

関 礼子(SEKI REIKO) 

後藤 隆基(GOTO RYUKI) 

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 年次入学者対象科目 主題別 B科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

被爆経験から原子力の平和利用、そして福島原発事故へという道程を見る・聞く・読む。 

 

授業の内容（Course Contents） 

広島・長崎の原爆投下から第五福竜丸事件を経て福島原発事故まで、戦後日本という括りのなかで、社会問題としての「原子

力」を、語りや文字、映像や演劇表現を通して「見る」「聞く」「学ぶ」。授業では多様なゲストスピーカーをリレー形式でお招きし、問

題の多面性や複雑性を捉えるとともに、毎回のリアクションペーパーを通して聞き取る力と聞き取ったことを書き留める力を涵養

する。また課題文献レポートを通して理解を深める。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. ヒロシマ・ナガサキの証言者たち 

3. ヒロシマ・ナガサキの表現者たち 

4. 第 5 福竜丸事件と原子力の平和利用 

5. ヒロシマ・ナガサキと演劇の世界 

6. スリーマイル・チェルノブイリへ／から 

7. 原子力を「読む」 

8. 原発事故後の「復興」とは：まちづくりから＜未来づくり＞への転身 

9. 原発事故後の表現の世界１ 

10. 原発事故後の表現の世界２ 

11. 原発事故避難の現在：裁判という「場」から 

12. 原発事故避難の現在：裁判という「場」では 

13. 原子力を「読んで」 

14. まとめ 

 

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

課題レポート作成のための文献講読、レポートの作成。授業内課題の持ち帰り。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

毎回の授業の課題（リアクションペーパーなど）(70%)/課題レポート(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 関礼子編、2015、『”生きる”時間のパラダイム』、日本評論社 

 

参考文献（Readings） 

1. 関礼子編、2018、『被災・避難の社会学』、東信堂 

2. テッサ・モーリス・スズキ、2015、『ひとびとの精神史 第 2 巻』、岩波 

3. ニッセイ基礎研究所＋いわき芸術文化交流館アリオス編、2012、『文化からの復興』、水曜社 

4. 浜日出夫他編、2013、『被爆者調査を読む』、慶応義塾大学出版会 

5. 堀川惠子、2017、『戦禍に生きた演劇人たち』、講談社 

6. 渡邊登、2017、『「核」と対峙する地域社会』、リベルタ出版 

7. 大石又七、2003、『ビキニ事件の真実』、みすず書房 

参考文献（課題図書）として、ほかに、関礼子他編『鳥栖のつむぎ』新泉社 2014、丹羽美之ほか編『メディアが震えた』東京大学出

版会 2013、長谷川公一『脱原子力社会の選択（増補版）』新曜社 2011。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■FG725 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

市民が動く、社会が変わる 

(Citizens as the Agents of Change) 

担当者名 

（Instructor） 

高木 恒一(TAKAGI KOICHI) 

阿部 治(ABE OSAMU) 

和田 悠(WADA YU) 

平野 泉(HIRANO IZUMI) 

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 年次入学者対象科目 主題別 B科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

多様な市民活動の事例に触れることを通して、社会の変革主体としての市民の可能性を考える契機とすること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

多様化と複雑化が進展する今日の社会では、政府や企業から相対的に自立した 「市民」の活動がますます大きな意味を持つよ

うになっている。そして市民の活動領域はグローバルからローカルにいたるまで大きな広がりを見せている。こうした状況を踏ま

えて、本授業では社会を動かす主体としての市民のあり方を多様な現場に関わる研究者、市民活動家の取り組みを紹介しつつ

検討していく。具体的には、シチズンシップ教育、国際紛争、環境と地域再生、人権問題などの現場で活動を展開している市民ま

たはこうした活動に造詣の深い研究者をゲストスピーカーとしてお招きして、多様な市民活動の可能性を検討していくこととした

い。   

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 市民とは何か、社会とは何か 

3. 公害の経験を地域再生に活かす 

4. 持続可能な発展と市民の活動 

5. 市民と地域 

6. 地域で考え、地域で動く 

7. 東南アジアを歩く：鶴見良行の歩き方 

8. オルタナティブな市民の交易 

9. オルタナティブ社会づくりのための NGO活動 

10. 差別とたたかう市民:日本の反アパルトヘイト運動 

11. ポスト・アパルトヘイトの南アフリカ 

12. 市民の記録を未来へ：立教大学共生社会研究センターの試み 

13. 3.11 以降の市民社会 

14. 総括 

 

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

本授業ではグローバル・ローカルな多彩な社会問題を取り扱う。この内容を理解するためには現代史および現代の経済・政治・

社会問題に関する基礎的知識が必要となる。各自必要に応じて学ぶこと。また授業時に紹介する文献や情報に積極的に取り組

むことが必須である。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(80%)/授業への参加度(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業時に提示 

 

参考文献（Readings） 

授業時に提示 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

・遅刻や早退をしない、私語をしないなど、基本的な受講マナーを守ること。受講マナーを守れない学生に対しては厳しく対応す

る。 

・授業内で教員・ゲストスピーカーと質疑応答の時間を設ける。この時間に積極的に発言を求める。 

 

注意事項（Notice） 
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■FG726 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

グローカルの可能性 

(An Introduction to "Glocal" Experience) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
埼玉を事例にひも解く 

担当者名 

（Instructor） 

逸見 敏郎(HEMMI TOSHIRO) 

今井 信治(IMAI NOBUHARU) 

小川 秀樹(OGAWA HIDEKI) 

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 年次入学者対象科目 主題別 B科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 埼玉を事例として、地球市民としてのグローバルな視点、地域市民としてのローカルな視点、両者をグローカル(Glocal)な視点を

バランスよく修得する契機とすることを目的とする。そして、Think globally, act locallyな態度を身につける。 

 

授業の内容（Course Contents） 

 異文化や多様性に寛容であるためには、海外での異文化体験のみならず、日本国内の多様な地域性を理解し、地域市民とし

て自覚とマインドを培うことが必要と考える。当科目では、海外に目を向けるグローバル性を意識しつつ、国内、特に立教大学が

共生し多くの学生の出身地でもある埼玉県に着目し、①宗教性（山岳信仰、札所参り）、②民俗・文化性（秩父地方での多様な祭

り）、③経済・産業性（地元資本百貨店、渋沢栄一、ハラルの特産化）、アニメの聖地化など、複数にわたる分野を積極的に取り上

げる。その上で複眼的な視点で埼玉のローカル性を解読するとともに、他の国内地域、また国外とのかかわりをグローバルな視

点からにとらえなおすことを目的とする。 

 授業には、埼玉県におけるそれぞれの領域の第一人者であるゲストスピーカーをお招きして現状を報告いただき、受講生との

ディスカッションを展開したい。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 授業の目的 

2. グローバル化とローカリティ グローバル化の功罪 ローカルの可能性 

3. 埼玉県の特徴(１) 歴史的経緯 地政学的特徴 「ダサイタマ」を巡る言説 

4. 埼玉県の特徴(２) 宗教からみた埼玉 山岳信仰 秩父札所巡り 

5. 埼玉県の特徴(３) 多様な祭り 秩父夜祭り・川越祭り・熊谷うちわ祭り 祭りに込められた意味 

6. 経済人・渋沢栄一の足跡 グローカルな経済人としての渋沢栄一 

7. 地元百貨店の意義と地域経済(１) 百貨店の歴史 矢尾百貨店(秩父)・丸広百貨店(川越)・八木橋百貨店(熊谷) 

8. 地元百貨店の意義と地域経済(２) 地域住民とグローカルな存在としての百貨店 

9. 地域経済における新たな経済需要の喚起(１) 鉄道とニュータウン開発 アニメの聖地(鷲宮・秩父)  

10. 地域経済における新たな経済需要の喚起(２) 私鉄(西武鉄道・秩父鉄道) 

11. 地域経済における新たな経済需要の喚起(３) 熊谷市を事例として(権田酒造・ラグビータウン) 

12. ニューカマーとしての外国籍の住民 旧来の地域住民との共存の模索 

13. 地元メディアの使命と役割 埼玉新聞を事例として 

14. 授業のまとめ グローカルな態度とは 自分の地元をグローカルにとらえる 

 

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

①自分の居住地、出身地の統計的データ、地理的特徴など、行政の HPや地図などで確認しておく。 

②埼玉県の地理や統計データなどを行政の HPや地図などで確認しておく。図書館に配架されている「埼玉新聞」を週に１回は目

を通すこと。 

③ゲストスピーカー(ＧＳ)を招聘する。その際には、事前にＧＳの活動など紹介するので、当日にはＧＳの講義から発展的に質問

できるよう予習を欠かさないこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/毎授業時のリアクションペーパー(10%)/授業時に指示する課題レポート(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

プリントを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 吉本哲郎、2008、『地元学をはじめよう』、岩波書店 (ISBN:4005006094) 

2. RSLセンター編集、2017、『リベラルアーツとしてのサービスラーニング』、北樹出版 (ISBN:4779305306) 

3. 刈谷剛彦編、2014、『「地元」の文化力: 地域の未来のつくりかた』、河出書房 (ISBN:4309624758) 
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4. 恩田守雄、2010、『グローカル時代の地域づくり-第 2 版』、学文社 (ISBN:4762021067) 

その他は、授業時に指示する 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

・Blackboardを使用する。操作法などは、各自で理解習得しておくこと。 

・授業内容に関連する自学部自学科科目、全学共通科目の RSL科目なども履修し、幅広く、深めるように学修するようこころが

けること。 

 

注意事項（Notice） 
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■FG727 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

＜トランプ時代＞の解剖学 

(Anatomy of American Culture in the Trump Era) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
アメリカ文化の現在 

担当者名 

（Instructor） 

生井 英考(IKUI EIKO) 

松原 宏之(MATSUBARA HIROYUKI) 

佐々木 卓也(SASAKI TAKUYA) 

新田 啓子(NITTA KEIKO) 

江崎 聡子(EZAKI 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 年次入学者対象科目 主題別 B科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

この授業の目標は、トランプ政権を誕生させたアメリカの社会と文化の分析を通じて、現代アメリカの多様な側面を理解すること

である。 

 

授業の内容（Course Contents） 

大統領選の当初から政権発足 1 年余りを経た現在も「予想外」、「想定外」の事態が頻出し、「パンドラの箱を開けた」と言われる

トランプ政権とその時代を、種々の文化現象を通して「解剖」する。「人種」、「階級」、「ジェンダー」、「民主主義」などに注目し、トラ

ンプを生んだアメリカの政治、外交、歴史、文学、メディア、社会思想を考察する試みである。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーションおよびイントロダクション（担当：生井） 

2. 現代アメリカの人種（担当：松原） 

3. 歴史から考える人種（担当：松原） 

4. 「人種」を考え直す（担当：松原） 

5. トランプ時代の到来と文芸①—アメリカの自画像のいま（担当：新田） 

6. トランプ時代の到来と文芸②—マイノリティとは誰か（担当：新田） 

7. トランプ時代の到来と文芸③—まとめ（担当：新田） 

8. 中間まとめ 

9. トランプ政権の政治と外交（担当：佐々木） 

10. 2018 年中間選挙とトランプ政権の展望（担当：佐々木） 

11. トランプ時代のアメリカ―ライス大学から（担当：清水） 

12. 担当教員との質疑応答（担当：佐々木、生井、江崎） 

13. まとめ１ 

14. まとめ２ 

 

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

予習として事前に配布された資料を読み、疑問点や不明な箇所をチェックすること、復習として、参考文献等を読みながら、授業

前の疑問点や不明な箇所を解消することが要求される。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(70%)/出席、リアクションペーパー、ディスカッションへの貢献など(30%) 

期末試験は持ち込み不可で記述式の試験を行う。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. アメリカ学会編、2018、『アメリカ文化事典』、丸善出版 (ISBN:978-4621302149) 

2. テリー・イーグルトン著、大橋洋一他訳、2017、『アメリカ人はどうしてああなのか』、河出文庫 (ISBN:978-4309464497) 

3. 久保文明他、2017、『アメリカ政治（第三版）』、有斐閣アルマ (ISBN:978-4641220843) 

4. 佐々木卓也編、2017、『戦後アメリカ外交史（第三版）』、有斐閣アルマ (ISBN:978-4641220805) 

5. J.D.ヴァンス著、関根光宏、山田文訳、2017、『ヒルビリー・エレジー―アメリカの繁栄から取り残された白人たち』、光文社 

(ISBN:978-4334039790) 

6. 大類久恵、落合明子、赤尾千波編著、2013、『新時代アメリカ社会を知るための 60 章』、明石書店 (ISBN:978-4750338323) 

7. 富田虎男、鵜月裕典、佐藤円編著、2015、『アメリカの歴史を知るための 63 章（第三版）』、明石書店 (ISBN:978-4750341620) 
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参考文献については、授業時に適宜付け加えて紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FG728 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

演芸の世界 

(World of Entertainment "Engei") 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
ポスト・グローバル時代の大衆文化 

担当者名 

（Instructor） 

細井 尚子(HOSOI NAOKO) 

宮 信明(MIYA NOBUAKI) 

鶴澤 津賀寿(TSURUZAWA TSUGAJU) 

一龍斎 貞橘(ICHIRYU-SAI TEIKITU) 

江戸家 小猫(EDOYA KONEKO) 

入船亭 小辰(IRIFUNETEI KOTATSU) 

翁家 和助(OKINAYA WASUKE) 

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 年次入学者対象科目 主題別 B科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

近代化からグローバル化に移行する影響を受け、娯楽市場において「演芸」の属性が新たな文脈で置換され、娯楽ソフトとして機

能している。「演芸」の代表的空間である寄席とそこで演じられる寄席芸を通じて、ポスト・グローバル時代の大衆文化の特性を理

解する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

「演芸」は「演劇」同様、近代になって定着する概念で、具体的に指す芸（芸態）は多様だが、上演空間が狭い・気楽に楽しむ消費

型娯楽という点を共有する。グローバル化した現代では、ウォークマン以降定着した個別に楽しむスタイル、ライブの価値の再発

見、消費者が自身の属性、芸（芸態）の属性に関わらず、日本内外のものがフラットに並ぶ選択肢の中から自身の好みにより楽

しむ芸（芸態）を選択するなど、娯楽における新たな消費スタイルが定着してきた。本講座では寄席で演じられる芸に生きる方々

を講師としてお迎えし、具体的なお話によって展開し、寄席の世界を理解する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 9 月 22 日オリエンテーション＋①読むー講談・その歴史と背景 

細井尚子＝異文化コミュニケーション学部・宮信明＝早稲田大学演劇博物館・一龍斎貞橘 

2. 9 月 22 日②講談という芸 

細井・宮・一龍斎貞橘 

3. 9 月 22 日③講談の世界＋講師トーク・セッション、質疑応答 

細井・宮・一龍斎貞橘 

4. 10 月 13 日①話すー落語・その歴史と背景 

細井・宮・入船亭小辰 

5. 10 月 13 日②落語という芸 

細井・宮・入船亭小辰 

6. 10 月 13 日③落語の世界＋講師トーク・セッション、質疑応答 

細井・宮・入船亭小辰 

7. 11 月 10 日①語る―義太夫・娘義太夫・その歴史と背景 

細井・濱口久仁子＝早稲田大学演劇博物館・鶴澤津賀寿 

8. 11 月 10 日②娘義太夫という芸 

細井・濱口・鶴澤津賀寿 

9. 11 月 10 日③娘義太夫の世界＋講師トーク・セッション、質疑応答 

細井・濱口・鶴澤津賀寿 

10. 12 月 8 日①見せる―色物①太神楽・その歴史と背景 

細井・宮・翁家和助 

11. 12 月 8 日②太神楽という芸 

細井・宮・翁家和助 

12. 12 月 8 日③太神楽の世界＋講師トーク・セッション、質疑応答 

細井・宮・翁家和助 

13. 1 月 12 日①見せる―色物②声色・物真似・その歴史と背景 

細井・宮・江戸家小猫 

14. 1 月 12 日②声色・物真似という芸 

細井・宮・江戸家小猫 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 
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必要に応じて教場で具体的な課題を示す。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(50%)/リアクション・ペーパー(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

必要に応じ、教場で示す。 

 

参考文献（Readings） 

必要に応じ、教場で示す。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

・本講座は 5 回目（2018 年 1 月 12 日）も 3 コマ（3～5 限）で行う。 

授業計画１５： 

1 月 12 日③の授業計画：声色・物真似の世界＋講師トークセッション、質疑応答（細井・宮・江戸家小猫） 

 

・開講日に変更が出る可能性がある。変更が出る場合は教室でのアナウンス、Blackbordなどで告知する。 

 

・講師が変更になる可能性あり。変更になる場合は教室でのアナウンス、Blackbordなどで告知する。 

 

・1 回欠席すると、週 1 回授業の場合の 3 回欠席に相当するので気を付けること。 

＊出席回数が 10 回以上ない場合、成績評価を出す対象としない。 

 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 671 - 

■FH001 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

世界史の中のキリスト教                 新座 

(Christianity in World History) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
優生思想とは何か 

担当者名 

（Instructor） 
鈴木 昇司(SUZUKI SHOJI) 

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） 
CMP1100 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

2016 年度以降 1 年次入学者対象科目 

学びの精神科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

優生思想とは何か、そこにはどのような問題点があるのか。キリスト教社会の中で優生思想が生まれるに至った時代背景と、そ

れが成長し多くの国に受け入れられた理由。優生思想と科学、キリスト教などの宗教や倫理との関係。以上の諸点について、理

解することが目標となる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

2016 年 7 月 26 日深夜、神奈川県の障がい者施設で多くの入所者が殺傷される事件が起きた。容疑者として捕えられた若者は

施設の元職員であった。「障害者は不幸を作ることしかできません」と断じる彼を、当然多くの人々が非難した。けれども、事件に

ついて寄せられた声の中には「私に彼を非難する資格はないかもしれない」というものもあった。 

障がい者を一方的に「気の毒」とし、「家庭生活や社会的活動が困難な場合には、保護者の同意を得て安楽死できる社会を」とい

う容疑者の主張の中には、私たちが目を背けたくなるような冷酷さが存在する。しかし、私たちが「目を背けたくなる」理由はそれ

だけか。実は私たちの心の中にも、似たような考えが潜んでいるからではないか。そしてこの優生思想こそが、隠れたところで私

たちの社会のあり方、考え方を規定しているのではないか。授業では、この問題について考えていきたい。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション（当講義の概要と目的） 

2. 優生思想とは何か 

3. ナチズムと優生思想 1 

4. ナチズムと優生思想 2 

5. ダーウィン進化論と優生思想の起源 1 

6. ダーウィン進化論と優生思想の起源 2 

7. 社会ダーウィニズムと優生思想の広がり 

8. アメリカ合衆国における優生思想 1 

9. アメリカ合衆国における優生思想 2 

10. 日本における優生思想 1 

11. 日本における優生思想 2 

12. リベラル優生学と現代社会 1 

13. リベラル優生学と現代社会 2 

14. まとめ 

 

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

授業内で、適宜指示を行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(50%)/出席点と、リアクションペーパーによる授業への貢献度(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FH002 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

思想を生み出すキリスト教                新座 

(Christianity and Philosophy) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
優生思想とは何か 

担当者名 

（Instructor） 
鈴木 昇司(SUZUKI SHOJI) 

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） 
CMP1100 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

2016 年度以降 1 年次入学者対象科目 

学びの精神科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

優生思想とは何か、そこにはどのような問題点があるのか。キリスト教社会の中で優生思想が生まれるに至った時代背景と、そ

れが成長し多くの国に受け入れられた理由。優生思想と科学、キリスト教などの宗教や倫理との関係。以上の諸点について、理

解することが目標となる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

2016 年 7 月 26 日深夜、神奈川県の障がい者施設で多くの入所者が殺傷される事件が起きた。容疑者として捕えられた若者は

施設の元職員であった。「障害者は不幸を作ることしかできません」と断じる彼を、当然多くの人々が非難した。けれども、事件に

ついて寄せられた声の中には「私に彼を非難する資格はないかもしれない」というものもあった。 

障がい者を一方的に「気の毒」とし、「家庭生活や社会的活動が困難な場合には、保護者の同意を得て安楽死できる社会を」とい

う容疑者の主張の中には、私たちが目を背けたくなるような冷酷さが存在する。しかし、私たちが「目を背けたくなる」理由はそれ

だけか。実は私たちの心の中にも、似たような考えが潜んでいるからではないか。そしてこの優生思想こそが、隠れたところで私

たちの社会のあり方、考え方を規定しているのではないか。授業では、この問題について考えていきたい。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション（当講義の概要と目的） 

2. 優生思想とは何か 

3. ナチズムと優生思想 1 

4. ナチズムと優生思想 2 

5. ダーウィン進化論と優生思想の起源 1 

6. ダーウィン進化論と優生思想の起源 2 

7. 社会ダーウィニズムと優生思想の広がり 

8. アメリカ合衆国における優生思想 1 

9. アメリカ合衆国における優生思想 2 

10. 日本における優生思想 1 

11. 日本における優生思想 2 

12. リベラル優生学と現代社会 1 

13. リベラル優生学と現代社会 2 

14. まとめ 

 

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

授業内で、適宜指示を行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(50%)/出席点と、リアクションペーパーによる授業への貢献度(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FH003 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

美術の中のキリスト教                  新座 

(Christianity and Art) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
キリスト教美術の誕生から 19 世紀まで 

担当者名 

（Instructor） 
高木 真喜子(TAKAGI MAKIKO) 

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） 
CMP1100 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

2016 年度以降 1 年次入学者対象科目 

学びの精神科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

古代末期から 19 世紀までの西洋美術の大まかな流れを把握し、それぞれの時代のキリスト教美術の特質について理解を深め

る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

この授業では、古代末期から 19 世紀までの西洋美術の流れを踏まえつつ、各時代の代表的なキリスト教美術の作品を鑑賞し、

造形表現の特質や鑑賞のポイントについて、作品が制作された社会的・宗教的な時代背景と併せて解説する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 西洋美術の流れ（ガイダンス） 

2. キリスト教美術の誕生 

3. 西欧社会の形成とキリスト教美術 

4. ビザンティンのモザイク芸術 

5. 修道院とロマネスク美術 

6. ゴシック美術①：大聖堂の時代 

7. ゴシック美術②：ジョットと 13 世紀のイタリア 

8. 中世末期の社会と美術 

9. ルネサンス美術①：イタリア・ルネサンス 

10. ルネサンス美術②：北方ルネサンス 

11. バロック美術①：イタリア 

12. バロック美術②：ネーデルラントとドイツ 

13. 19 世紀美術の中のキリスト教 

14. まとめ 

 

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

 授業内容の理解のために、西洋美術史の大まかな流れを予習しておくことが望ましい（一般的な概説書を参考文献欄に記

載）。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(60%)/コメントペーパーの内容(40%) 

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ない。筆記試験は『持ち込み不可』。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. エルンスト H. ゴンブリッチ、2011、『美術の物語』、ファイドン 

2. 高階秀爾監修、2002、『カラー版 西洋美術史』、美術出版社 

3. 水野千依編集、2013、『西洋の美術史 造形篇 I 古代から初期ルネサンスまで』、幻冬舎 

4. 水野千依編集、2013、『西洋の美術史 造形篇 II 盛期ルネサンスから十九世紀末まで』、幻冬舎 

5. 青柳正規他監修、1999、『西洋美術館』、小学館 

6. 1994-1997、『世界美術大全集西洋篇』、小学館 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

美術作品の画像検索に便利なサイト 

 Wikimedia Commons          https://commons.wikimedia.org/ 

 Web Gallery of Art           http://www.wga.hu/ 

 ルーヴル美術館所蔵作品検索 http://cartelen.louvre.fr/ 
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注意事項（Notice） 
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■FH004 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

音楽の中のキリスト教                  新座 

(Christianity and Music) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
キリスト教と西洋音楽 

担当者名 

（Instructor） 
長岡 英(NAGAOKA MEGUMI) 

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） 
CMP1100 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

2016 年度以降 1 年次入学者対象科目 

学びの精神科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

西洋音楽の歴史におけるキリスト教との関わりと、そこから生まれた多様な作品を理解し、それらに親しむ。 

 

授業の内容（Course Contents） 

講義。中世から 20 世紀までのキリスト教と関連がある音楽作品をほぼ時代順に取り上げ、作曲家や作品の構造、背景などを論

じる。楽器の演奏能力は問わないが、毎回の授業で楽譜を用いて分析や解説を行うため、楽譜を読む力と意欲が必要である。宗

教曲はもちろん、キリスト教関連の要素が取り入れられている世俗曲や、作品発表が教会暦と関連している世俗曲など、多様な

作品を紹介する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 西洋音楽史概観、キリスト教と西洋音楽 

2. グレゴリオ聖歌と西洋音楽 

3. ミサとミサ曲 

4. バッハとキリスト教１（教会カンタータ） 

5. バッハとキリスト教２（受難曲） 

6. ヘンデルとキリスト教 

7. ハイドンとキリスト教 

8. モーツァルトとキリスト教 

9. ベートーヴェンとキリスト教 

10. 標題音楽とキリスト教 

11. ロマン派音楽とキリスト教１ 

12. ロマン派音楽とキリスト教２ 

13. オペラにおけるキリスト教 

14. 20 世紀のキリスト教音楽 

 

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

図書館等の AV資料の利用については、授業中に随時指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(75%)/小レポート(25%) 

なお、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ない。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 長岡 英、2014、『オケ奏者なら知っておきたいクラシックの常識』、アルテスパブリッシング (78-4903951904) 

 

参考文献（Readings） 

授業中に随時指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FH005 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

文学を生み出すキリスト教                新座 

(Christianity and Literature) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
ファンタジーの中にみる宗教 

担当者名 

（Instructor） 
大澤 千恵子(OOSAWA CHIEKO) 

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） 
CMP1100 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

2016 年度以降 1 年次入学者対象科目 

学びの精神科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

文学の中のキリスト教的な表象に目を向けることで，作品のより深い読解を目指すとともにキリスト教に対する新たなアプローチ

を試みる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

近代に西欧に誕生した児童文学ファンタジーは、キリスト教文化圏であることからその影響は少なくない。敬虔なキリスト者である

作家も少なくないし，そうではない作家によってキリスト教的な主題が扱われることもある。本講義では文学と宗教の関係を広くと

らえ，現代でも親しまれている童話や児童文学の宗教的主題や文化的背景としてのキリスト教とその変容を読み解く。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 宗教的神話から文学的神話へ 『アラジンと魔法のランプ』 

3. 運命論から自助論へ １ 『眠れる森の美女』 

4.      〃       ２ 『シンデレラ』『赤ずきん』 

5. プロテスタンティズムの倫理 『白雪姫』 

6. キリスト教と魔女 『アナと雪の女王』 

7.     〃    ２ 『マレフィセント』 

8. アルカディアの創造  １ 『ピーター・パン』 

9.     〃      ２ 

10. イエスの死と復活 １『ナルニア国物語』 

11.    〃     ２ 

12.     〃    ３ 『ハリー・ポッターと死の秘宝』 

13. 宗教・子ども・ファンタジー 

14. まとめ 

 

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

事前に授業で扱う作品を読んでくるように指示することがある。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(50%)/出席および授業に取り組む姿勢(10%)/提出物(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特に指定しない。適宜プリントを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 大澤千恵子、2014、『見えない世界の物語』、講談社 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

欠席が授業回数の 3 割に達した場合は単位を認めない。 

授業中の私語，携帯電話・スマートフォン（机上に置かず、かばん等にしまうこと）の操作には厳しく対処する。 

 

注意事項（Notice） 
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■FH006 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

国際社会の中の宗教                   新座 

(Religions in Global Society) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
ジェンダーの視点で見るイスラーム 

担当者名 

（Instructor） 
小野 仁美(ONO HITOMI) 

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） 
CMP1100 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

2016 年度以降 1 年次入学者対象科目 

学びの精神科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

ジェンダーの視点を通じて現代イスラーム社会を考察することにより、複雑かつ流動的な国際社会を把握するための基礎的な技

能を身につけることを目指す。 

 

授業の内容（Course Contents） 

グローバル化する国際社会において、世界人口の約 4 分の 1 を占めるイスラーム教徒の価値観を理解することは重要な課題で

ある。本授業では、イスラームという宗教が、社会において果たす役割や、社会に与える影響について、ジェンダーの視点から

様々なトピックを取り上げて考察する。パワーポイントを使用した講義形式で、映像資料や現物資料なども適宜活用する。授業の

順序や内容は、進捗状況に応じて若干の変更の可能性がある。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス：ジェンダーの視点で見るイスラーム 

2. 聖典クルアーンのジェンダー規範 

3. 預言者ムハンマドと女性たち 

4. イスラーム法の発展とジェンダー 

5. 「アラビアンナイト」の女性たち 

6. 映画で学ぶイスラームとジェンダー（１） 

7. イスラーム諸国における結婚・離婚 

8. 近代化とイスラーム復興 

9. ムスリム女性のヴェールをめぐる問題 

10. シーア派とスンナ派 

11. アニメで学ぶイスラームとジェンダー  

12. 読書レポートへのコメント 

13. 映画で学ぶイスラームとジェンダー（２）  

14. まとめと復習 

 

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

予習として、配布資料や参考文献を読んでもらう。高校で学んだ世界史、地理、政治経済のおさらいをしておくとよい。復習として

は、もう一度参考文献を読み、理解を深めてほしい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(50%)/授業参加態度（リアクションペーパー、質問等）(30%)/読書レポート(20%) 

授業中のスマホ使用、私語、周囲に迷惑となる行為等は減点の対象となる。 

 

テキスト（Textbooks） 

毎回レジュメおよび資料を配布する。テキストはとくに指定しない。 

 

参考文献（Readings） 

1. ライラ・アハメド、2000、『イスラームにおける女性とジェンダー―近代論争の歴史的根源』、法政大学出版会 

2. 河田尚子編、2011、『イスラームと女性 (イスラーム信仰叢書）』、国書刊行会 

その他の参考文献は、各回の授業時に紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FH007 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

現代社会の中の宗教１                  新座 

(Religions in Contemporary Society 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
「わたし」「我々／われわれ」「いのち」を考える 

担当者名 

（Instructor） 
鳥居 雅志(TORII MASASHI) 

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） 
CMP1100 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

2016 年度以降 1 年次入学者対象科目 

学びの精神科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

現代社会において見られる倫理／生命倫理的問題について、問題の確認やそれに対する批判・検討を行いながら、それがどこ

から語られているのか、それを語る自分自身はどのようにあるのか、ということに向き合う視点を持つための足掛かりをつくる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

倫理／生命倫理において問われる問題、特に「わたし」「われわれ」「いのち」といった問題は、それを語る自分自身が問われてく

る問題でもある。本授業では、先ず、そういった問題について、幾つかの倫理／生命倫理的テーマを扱うことによって確認・検討

を行う。その上で、そこで確認・検討した問題に対して、幾人かの哲学者・思想家の見解を確認・検討・参照し、その者たちが語ろ

うとしているところ―それは〈宗教の源泉〉を感じさせるものであったりする―からどのように向き合っていけるのか、そして「わた

し」「われわれ」「いのち」はどのようなあり様をしているのかといったことを考究していく。 

なお、理解を深めるために、映像資料を用いたり、グループに分かれてディスカッションをしてもらうことも考えている。また、授業

時にコメントペーパーを書いてもらうが、そのコメントペーパーは匿名化した上で皆で共有し、より多くの意見を知ることによって見

識を広めてもらうつもりである。コメントペーパーに書いてもらった質問や議論への応答もしていきたい。 

なお、授業の進め方については、社会状況や受講者の関心などに応じて適宜調整する予定である。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入：我々と倫理と「宗教」 

2. 「宗教」と倫理観 

3. 現代と「宗教」 

4. 倫理／生命倫理への導入・基礎 1 

5. 倫理／生命倫理への導入・基礎 2 

6. 倫理／生命倫理への導入・基礎 3 

7. 倫理／生命倫理における諸問題 1 

8. 倫理／生命倫理における諸問題 2 

9. 倫理／生命倫理における諸問題 3 

10. 倫理／生命倫理における諸問題 4 

11. 哲学者・思想家の見解 1 

12. 哲学者・思想家の見解 2 

13. 哲学者・思想家の見解 3 

14. まとめ 

 

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

共有化したコメントは必ず読んでおいて欲しい。また、授業時に紹介する参考文献のうち、興味のあるものを数冊読んでみて、自

分なりの見解を深めてもらいたい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(50%)/出席兼コメントペーパーの内容と授業への参加姿勢(50%) 

2/3 以上の出席がない場合は成績評価の対象としない。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

授業時に適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■FH008 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

現代社会の中の宗教２                  新座 

(Religions in Contemporary Society 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
オウム真理教と現代社会 

担当者名 

（Instructor） 
岩田 成就(IWATA SHIGENARI) 

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） 
CMP1100 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

2016 年度以降 1 年次入学者対象科目 

学びの精神科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

オウム真理教の事件について知り、それを多角的に考察することを通して、受講者が現代日本の社会のありかたとその中で自分

自身の生き方について考えること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

オウム真理教の事件（1995 年）について、宗教学、哲学、社会学などの視点から考察する。とくにオウムに入信し、教祖への絶対

服従の中で凶行に走ったプロセスに焦点をあてる。考察にあたっては、多数出版されているオウム幹部や元信者の手記、ドキュ

メンタリー映画などを利用するが、受講者にはそうした資料に積極的に触れて自分の頭で考えることが求められる。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. オウム真理教事件とは何か：事件の概要 

3. メディアとオウム：映画『Ａ』が提起する問題 

4. メディアとオウム：映画『Ａ』が提起する問題 

5. オウム真理教とは何か：麻原彰晃の思想と実践 

6. オウム真理教とは何か：麻原彰晃の思想と実践 

7. 入信の動機：なぜオウムに惹かれたのか？ 

8. 服従のメカニズム：なぜ教祖に従うのか？ 

9. テロリズムとしてのオウム：なぜ凶行に走ったのか？ 

10. 仏教としてのオウム 

11. オウムと終末論 

12. 宗教と科学 

13. 宗教と倫理 

14. まとめ 

 

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

各回のノートはしっかりと取り、授業内容を理解しておくこと。筆記試験では、このノートを持ち込み、授業内容に関係する設問に

答える。詳しくは最初の授業で詳しく説明するので、必ず出席のこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(60%)/授業への参加度(40%) 

※筆記試験はすべて持ち込み可。授業への参加度は、出席やリアクションペーパーなどで判断する。 

 

テキスト（Textbooks） 

教科書はとくに使用しない。 

 

参考文献（Readings） 

1. 島田裕巳、2001、『オウム：なぜ宗教はテロリズムを生んだのか』、トランスビュー 

2. 村上春樹、1998、『約束された場所で』、文藝春秋 

3. 高橋英利、1996、『オウムからの帰還』、草思社 

4. 林郁夫、1996、『オウムと私』、文藝春秋 

5. 森岡正博、1996、『宗教なき時代を生きるために』、法蔵館 

6. 宮台真司、1998、『終わりなき日常を生きろ』、ちくま文庫 

7. 降幡賢一、1998-2004、『オウム法廷１〜１３』、朝日文庫 

他にも多数紹介するので、関心に応じて積極的に利用してほしい。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■FH009 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

人文学からの学び（文学）                新座 

(Humanities(Literature)) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
文学を〈場所〉で読む 

担当者名 

（Instructor） 
椋棒 哲也(MUKUBOU TETSUYA) 

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） 
CMP1100 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

2016 年度以降 1 年次入学者対象科目 

学びの精神科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

近現代日本の（主に）文学を〈場所〉という観点から読むことで、さまざまな鑑賞の仕方について理解する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

場所は物語の内容を規定する要素の一つだ。私たちは日常、物語がどのような場所で進展するか、何となく気にしていないだろ

うか。あるいは、場所そのものに興味を抱くこともあるはずだ。この授業は特定の場所を舞台とする作品を取り上げる。そして具

体的な場所の情報を付け加えることで可能になる解釈や鑑賞について、考察を深めてゆく。なお授業の内容や計画は修正するこ

とがあるから、注意して頂きたい。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. はじめに：場所を鑑賞に繋げる 

2. 志賀直哉『城の崎にて』を読む 

3. 『城の崎にて』を〈城崎〉で読む 

4. 壺井栄『二十四の瞳』を読む：第一回 

5. 壺井栄『二十四の瞳』を読む：第二回 

6. 『二十四の瞳』を〈小豆島〉で読む 

7. 伊藤永之介『電源工事場』を読む 

8. 『電源工事場』を〈ダム〉で読む 

9. 捕鯨文学を〈太地町〉で読む 

10. 村上春樹の作品を読む 

11. 京都文学を読む 

12. 京都文学を〈京都〉で読む 

13. 聖地巡礼について 

14. おわりに：場所は鑑賞に繋がるか 

 

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

物語を鑑賞するときに、舞台となる場所がもたらす効果について考えること。授業で取り上げた作品を読む（視聴する）こと。ほか

舞台探訪を計画・実行してみることも奨める。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(41%)/毎回の出席と、併せて適宜書いてもらうリアクションペーパー(59%) 

10 回以上の出席がない場合は成績評価の対象としない。また 30 分を越えて入室・退出する行為はこれを出席と認めない。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし。適宜資料を用意する。 

 

参考文献（Readings） 

授業で鑑賞する作品。たとえば志賀直哉『小僧の神様・城の崎にて』（昭四三・七、新潮文庫）や壺井栄『二十四の瞳』（昭三二・

九、新潮文庫）など。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

なし 

 

注意事項（Notice） 
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■FH010 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

人文学からの学び（思想・教育）             新座 

(Humanities(Philosophy,Pedagogy)) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
人文学と想像力 

担当者名 

（Instructor） 
大倉 茂(OKURA SHIGERU) 

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） 
CMP1100 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

2016 年度以降 1 年次入学者対象科目 

学びの精神科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

(1)講義で示す人文学の諸理論を活用し､ 論理的な思考方法を身につける契機をもつ｡ 

(2)想像力を多面的に､ かつ主体的、批判的に捉える契機をもつ｡ 

 

授業の内容（Course Contents） 

現代は、“先が見えない”、“閉塞した”といった言葉で形容され、最近の若者は夢がないとも言われる。そのような言説を想像力

の視点から考えれば、現代は想像力不在の時代と考えることができる。社会の閉塞性を打ち破るには、そして夢をもって生きて

いくためにはどうすればいいのだろうか。本講義では、そういった問いを、人間の心の能力の一つである想像力に注目して考えて

みたい。実は人文学と切っても切れない関係にある想像力を一緒に考えましょう。さあ imagination の世界へ。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 人文学とは何か 

3. 想像力とは何か 

4. 人文学と想像力 

5. デカルトの思想とコギト原理 

6. 功利主義と義務論（1） 

7. 功利主義と義務論（2） 

8. 市場経済 

9. 官僚制 

10. 近代個人主義 

11. 共同体と親密圏 

12. 公共圏と想像力 

13. ケアと想像力 

14. まとめ 

 

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

各回、予習として事前に読む範囲を教科書から指定する。各回、指定範囲を読んでから講義に参加することを求める。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(100%) 

筆記試験は、「教科書・ノート等すべて持ち込み可」とする。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 大倉 茂、2015、『機械論的世界観批判序説』、学文社 (ISBN:978-4-7620-2575-4) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

https://www.s-ohkura.com/ 

 

注意事項（Notice） 
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■FH011 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

人文学からの学び（史学）                新座 

(Humanities(History)) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
史的な思考法 

担当者名 

（Instructor） 
上田 信(UEDA MAKOTO) 

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） 
CMP1100 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

2016 年度以降 1 年次入学者対象科目 

学びの精神科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

歴史的なものの考え方を身につけ、岐路に立ったときに、よりよい選択が出来る力を養う。 

 

授業の内容（Course Contents） 

今日の世界は、混沌としています。そのなかで長期的かつグローバルな視座を身につけることが、求められています。人類の歴

史的な歩みを、国という枠組みをはずして考える新しい歴史学、それはどのような可能性を持っているのか、受講生とともに考え

ていきます。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 歴史とは何か 

2. 新聞記事を再構成してみよう 

3. 人類が直面している歴史的な危機 

4. 出来事から事件へ１：システム論的な考え方 

5. 出来事から事件へ２：グローバルな考え方 

6. モノからたどる歴史 

7. ヒトからたどる歴史 

8. イミからたどる歴史 

9. 東ユーラシアの歴史１：海域アジア史 

10. 東ユーラシアの歴史２：内陸アジア史 

11. 歩く歴史学１：タカラガイを求めて 

12. 歩く歴史学２：ペストと村 

13. 世界遺産を掘り下げる 

14. 史的な思考法を実践するために 

 

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

予習：指定するテキストを、事前に読み、要点をまとめとくること（授業時にチェックシートで確認する）。 

発展：自らの興味を持ったテーマについて、グローバルヒトスリーの視点から考えてくること（授業内小レポート）。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(50%)/毎回のリアクションペーパー（出欠確認を兼ねる）(40%)/授業内小レポート(10%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 上田信、近刊、『史的な思考法』、清水書院 

 

参考文献（Readings） 

1. 上田信、2006、『ペストと村』、風響社 (ISBN:978-4-89489-135-7) 

2. 上田信、2016、『貨幣の条件』、筑摩書房 (ISBN:978-4-480-01634-8) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FH012 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

芸術への扉                       新座 

(Stepping into the World of Art) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
19 世紀のオペラ 

担当者名 

（Instructor） 
小林 幸子(KOBAYASHI YUKIKO) 

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） 
CMP1100 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

2016 年度以降 1 年次入学者対象科目 

学びの精神科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

オペラは、音楽・文学・美術など、いくつもの要素で成り立つ総合芸術である。その誕生は 1600年頃と言われているが、大きく花

開いたのは 19 世紀のこと。この授業では、19 世紀に活躍したイタリアの作曲家ジュゼッペ・ヴェルディと、ドイツの作曲家リヒャル

ト・ワーグナーのオペラ作品を通して、芸術について考える。同時に、みずから考える姿勢と、それを文章で表現する力を養う。 

 

授業の内容（Course Contents） 

西洋音楽史の概要や、オペラの基本的な知識を押さえた上で、19 世紀のオペラの二大巨匠ヴェルディとワーグナーの作品を、

音楽・台本・演出（舞台美術・衣装・演技）など、様々な角度から分析しながら映像で観賞する。受講者の関心や、授業の進み具

合によって、授業計画の内容を一部変更する可能性もある。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オペラの基礎知識（オペラの歴史・オペラ作品の構成・上演の段取り） 

2. 音楽史の中のヴェルディとワーグナー 

3. ヴェルディ《リゴレット》（１） 

4. ヴェルディ《リゴレット》（２） 

5. ヴェルディ《ラ・トラヴィアータ（椿姫）》（１） 

6. ヴェルディ《ラ・トラヴィアータ（椿姫）》（２） 

7. ヴェルディ《ファルスタッフ》（１） 

8. ヴェルディ 《ファルスタッフ》（２） 

9. ワーグナー《ラインの黄金》 

10. ワーグナー《ワルキューレ》（１） 

11. ワーグナー《ワルキューレ》（２）、《ジークフリート》（１） 

12. ワーグナー《ジークフリート》（２） 

13. ワーグナー《神々の黄昏》（１） 

14. ワーグナー《神々の黄昏》（２） 

 

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

大学図書館経由でリモートアクセスができる音楽データベース「ナクソス・ミュージック・ライブラリー」や、図書館所蔵の視聴覚資

料、YouTube などを活用し、様々なクラシック音楽に気軽に触れてみてください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(50%)/リアクションペーパー(50%) 

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ない。 

 

テキスト（Textbooks） 

指定なし。授業時に資料を配付する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 小畑恒夫、2004、『ヴェルディ』、音楽之友社 (ISBN:9784276221826) 

2. 吉田真、2017、『ワーグナー』、音楽之友社 (ISBN:9784276221819) 

3. スタンリー・セイディ 編、2006、『新グローヴ オペラ事典』、白水社 (ISBN:4560026637) 

4. 公益財団法人 新国立劇場運営財団 監修、2012、『新国立劇場 名作オペラ 50 観賞入門』、世界文化社 

(ISBN:9784418120017) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業では、基本的に映像資料や録音資料を活用する。音楽の専門的な知識は問わない。 

 

注意事項（Notice） 
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■FH013 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

グローバル経済社会を考える               新座 

(Introduction to Economics) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
国際経済学の基本から 

担当者名 

（Instructor） 
山縣 宏之(YAMAGATA HIROYUKI) 

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） 
CMP1100 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

2016 年度以降 1 年次入学者対象科目 

学びの精神科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

国際経済学の基本的視点から，グローバル経済社会の基本的構造と最新の展開について学ぶ。国際経済学の知見を援用し，

グローバル経済に関するニュースについて基礎的な見解が持てるようになることが目標である。 

 

授業の内容（Course Contents） 

受講者はあらかじめテキスト内容を予習した上で参加する。そのうえで教員がテキスト内容を解説し，理解を深める。講義では教

員と受講者が適宜質疑応答等を行い，受講者の主体的，能動的学修を促進する。受講者は講義内容を毎回リアクションペーパ

に要約し自分の見解を述べて提出する。毎回ではないが，講義内容に関するグループワークを行い，能動的学修を実質化する。

中間テストを複数回行い結果を返却することにより，学習成果が定着したかどうかを確認し，改善材料とする。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 開講ガイダンス 

2. TPPを理解しよう！（１） 

3. TPPを理解しよう！（２） 

4. 「国際収支」と「為替レート」（１） 

5. 「国際収支」と「為替レート」（２） 

6. EUの将来（１） 

7. EUの将来（２） 

8. EUの将来（３） 

9. 国際貿易のモデル（１） 

10. 国際貿易のモデル（２） 

11. 国際貿易のモデル（３） 

12. 国際経済の最新情勢（１） 

13. 国際経済の最新情勢（２） 

14. 国際経済の最新情勢（３） 

 

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

テキストの予習（指定範囲を読む、分からない用語は調べておくなど）が必要である。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(60%)/中間テスト（１）(20%)/中間テスト（２）(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 伊藤元重、2016、『どうなる世界経済 入門国際経済学』、光文社新書 (ISBN:978-4-334-03951-6) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FH014 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

社会学からの学び                    新座 

(Understanding of Sociology) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
社会学的視座から見たマンガ・アニメーション 

担当者名 

（Instructor） 
足立 加勇(ADACHI KAYU) 

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） 
CMP1100 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

2016 年度以降 1 年次入学者対象科目 

学びの精神科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

マンガ・アニメをはじめとするポピュラーカルチャーを分析するために必要な基本的知識と作品分析の手法を獲得し、それを明確

な問題意識のもとに展開、発展させることが出来るようになる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

本科目は、自分とポピュラーカルチャーの関係を問い直しつつ、様々な作品を社会学的視座から分析するものである。論点として

とりあげるのは、人々が自分と他者の関係をどう認識しており、それは作品にいかように反映されるのか、という問題である。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 現実の社会問題と少女マンガの巨大な瞳 

2. なぜ、マンガ・アニメのヒーロー、ヒロインたちは戦い続けるのか？ 

3. 究極のコミュニケーションを実現する格闘マンガ 

4. 日本のアニメと家族の絆 

5. 日本アニメの歴史 東映動画からスタジオジブリへの流れを中心に 

6. 日本マンガの 60 年代 石森章太郎『サイボーグ 009』を題材に 

7. 日本のアニメにおける「リアル」の追求とロボットアニメ 

8. 70 年代～80 年代の日本のアニメ 

9. 戦うアニメの中で美少女キャラクターが果たす役割 

10. 90 年代のマンガ・アニメとポストモダンをめぐる議論 

11. キャラクターの作り方と集団的な消費者 

12. 民族主義とアニメの中の音楽 

13. ゲームとインタラクティブ 

14. まとめ 

 

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

履修登録完了後に Blackboard上で指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(70%)/コメントペーパーの内容(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. おかだえみこ他、1988、『アニメの世界』、新潮社 

 

参考文献（Readings） 

1. 大塚英志、2009、『アトムの命題 手塚治虫と戦後まんがの主題』、角川書店 

2. ジラール、ルネ（古田幸男訳）、1971、『欲望の現象学 ロマンティークの虚偽とロマネスクの真実』、法政大学出版局 

3. 2016、『マンガ文化 ５５のキーワード』、ミネルヴァ書房 

4. アンダーソン、ベネディクト（白石隆、白石さや訳）、2007、『定本 想像の共同体 ナショナリズムの起源と流行』、書籍工房早

山 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FH015 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

法と政治の世界                     新座 

(World of Law and Politics) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
映像作品で考える政治学：自由を可能にするワザとは何か（リベラル・アーツ）編 

担当者名 

（Instructor） 
笠井 昭文(KASAI AKIFUMI) 

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） 
CMP1100 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

2016 年度以降 1 年次入学者対象科目 

学びの精神科目 

法学部所属学生随意科目（卒業要件単位に含むことはできない） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 政治学が扱ってきた諸テーマや政治思想を紹介することで、人間とその社会に関する様々な問題について理解を深めていきた

いと思います。また、レポートの作成やディスカッションを通じて、学生にとって必要となる基礎的技能の習得を図ります。現代社

会の諸問題について自ら考え、自分の言葉で表現する人間を育てたいと思います。 

 

授業の内容（Course Contents） 

 この講義は政治を扱った映画を見るものではありません。様々な映画を素材にしながら、政治学の主要テーマや基本概念、政

治理論を紹介し、現代社会が抱える諸問題について考えていく講義です。講義はヨーロッパ・ルネサンス期のマキアヴェッリから

始まって、ロックやスミスによる近代自由主義の理論を経て、マルクスの資本主義批判やヴェーバーの近代合理主義批判へと向

かっていきます。そして、ポピュリズムやナショナリズムといった現代社会の諸問題を取り上げながら、この現代を生きていく上

で、私たちに必要とされる政治的なワザとは何かについて考えていきたいと思います。また、小レポートの提出やディスカッション

を通じて、他人に自らの考えを説得的に表現していくワザの習得にも努めていきます。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. それこそ物の怪に取り憑かれた証拠  黒澤明監督『蜘蛛巣城』 

2. 僕のこの世での使命って何？  M.S.ジョンソン監督『サイモン・バーチ』 

3. 働くことはステキな魔法  宮崎駿監督『千と千尋の神隠し』 

4. 黒魔術が白魔術に変わる場所  宮崎駿監督『千と千尋の神隠し』 

5. お金がモノガミさまになる時  C.B.デミル監督『十戒』 

6. 魔法を使いこなせなくなった魔法使い  B.シャープスティーン監督『ファンタジア』 

7. 官僚制という鋼鉄の檻の中のミイラ  黒澤明監督『生きる』 

8. 牢獄の囚人たちは影を見ている   B.ベルトルッチ監督『暗殺の森』 

9. 影は影のみで生きることはできない  黒澤明監督『影武者』 

10. 自由のための国崩し、国造り  宮崎駿監督『もののけ姫』 

11. 権力という悪魔に身を委ねるな  宮崎駿監督『もののけ姫』 

12. 垣根を取り払う「名無し」の力  黒澤明監督『七人の侍』 

13. 寄り添う巫女の歌声を聞け  是枝裕和監督『大丈夫であるように』 

14. もう一度やり直そう、ここをいい村にしよう  宮崎駿監督『もののけ姫』 

 

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

 講義で提示されたテーマで小レポートを 4 回執筆してもらいます。また、他の学生のレポートを 10 枚程度読んで、優秀レポート

に投票する作業も 4 回してもらいます。提出した小レポートは履修者全員に公開されますし、自分が作成した投票シートは投票し

た相手に手渡されます。ですので、発想や説得力の点で優れていて、他人が読んでもわかりやすいレポートを仕上げる作業が必

要になります。また他人のレポートに対して責任が持てるコメントを書く作業も必要です。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(50%)/講義で提示するテーマについて小レポート執筆 ４回提出(20%)/優秀レポートを選出するための投

票シート作成 ４回提出（小レポート・投票シートの提出がそれぞれ３回以下の場合、成績評価の対象となりません）。(20%)/ディ

スカッションでの発言(10%) 

 

テキスト（Textbooks） 

毎回、講義内容を概略したレジュメを配布します。 

 

参考文献（Readings） 

配布するレジュメや講義の中で随時紹介します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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授業計画は、学生の関心や理解に配慮して随時組み替えていきます。 

 

注意事項（Notice） 
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■FH016 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

経営学への招待                     新座 

(Introduction to Business Administration) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
経営学の導入的な内容を学ぶ。 

担当者名 

（Instructor） 
濱沖 典之(HAMAOKI NORIYUKI) 

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） 
CMP1100 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

2016 年度以降 1 年次入学者対象科目 

学びの精神科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

経済社会における，企業を中心とする継続的事業体の活動と役割を理解する。 

経営学における企業統治（コーポレート・ガバナンス）の概略を理解する。 

経営学における組織論の概略を理解する。 

経営学における戦略論の概略を理解する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

資本主義経済体制における，連結を含む個別企業を中心とする継続的事業体が，その経営をうまくやりくりするために，企業統

治（コーポレート・ガバナンス）しながら，いかなる組織体制を構築し，いかなる戦略を練って目的を達成しようとしているのかを理

解する。そしてこれらの活動及び活動結果が継続的事業体を取巻くステークホルダーの満足度といかなる関係にあるのかも理解

する。履修者の状況に応じてアクティブラーニングで授業を進めます。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 経営学の登場 

2. 経済学・経営学・会計学の領域と考察対象 

3. 経営学の発展 

4. 経営理念 

5. コーポレートガバナンス 

6. 経営組織 

7. 経営戦略・中間テスト    

8. マーケティング戦略 

9. ブランド戦略 

10. マーケティング管理 

11. 生産管理 

12. 研究開発管理 

13. 人的労務管理 

14. 財務管理・最終テスト 

 

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

テキストを事前に読んでおくこと。 

毎回の授業のあと，復習をすること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(50%)/発表内容(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 今光他編著、2015、『現代経営学講義』、(株)五絃舎 (ISBN:ISBN978-4-86434-051-9) 

 

参考文献（Readings） 

1. 小倉・齊藤編著、2014、『新訂経営学入門』、放送大学教育振興会 (ISBN:ISBN978-4-595-31367-7) 

2. 榊原清則、2015、『経営学入門［上］＜第 2 版＞』、日本経済新聞社 (ISBN:ISBN978-4-532-11282-0) 

3. 榊原清則、2015、『経営学入門［下］＜第 2 版＞』、日本経済新聞社 (ISBN:ISBN978-4-532-11283-7) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業中はスマホ・携帯電話の電源は切ってください。したがって，板書する内容は各自のノートにしてください。 

 

注意事項（Notice） 

 



 - 691 - 

■FH017 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

現代社会と観光                     新座 

(Modern Society and Tourism) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 

観光は日本を元気にできるか？ 

～「観光立国」のあり方を考える～ 

担当者名 

（Instructor） 
東 徹(AZUMA TORU) 

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） 
CMP1100 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

2016 年度以降 1 年次入学者対象科目 

学びの精神科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

急増するインバウンド（外国人の訪日旅行）、地方創生に観光を活かそうとする取り組みなど、観光が注目され、期待が高まって

います。これからの日本にとって観光が果たすべき役割とは何なのか・・・観光をめぐる政策、ビジネス、地域づくりの取り組みを

見つめ、考えながら、皆さんが日本の観光のあり方について自分なりの問題意識を持つこと、それがこの授業のねらいです。 

 

授業の内容（Course Contents） 

東京五輪・パラリンピックを間近にひかえ、観光に注目が集まっています。2018 年には、インバウンド（訪日外国人旅行者）が

3000 万人を超えると予想され、これからさらに増加するものと期待されています。政府は、これからの日本を支える成長分野とし

て、また地方創生のカギとして観光に注目し、積極的に推進することにより、「観光立国」あるいは「観光先進国」をめざそうとして

います。 

これからの日本を支え、あるいは地域の活力を生み出す観光のあり方とはどのようなものなのでしょう。日本がめざすべき「観光

立国」とはどのようなものなのか、一緒に考えてみましょう。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業をはじめるにあたって～問題提起～ 

2. 観光の実態を知ろう～データでみる日本の観光の実情～ 

3. 日本はなぜ「観光立国」をめざすのか～そのねらいと背景～ 

4. インバウンドの問題点と課題～4000 万人時代の受入体制はできているのか？①～ 

5. インバウンドの問題点と課題～4000 万人時代の受入体制はできているのか？②～ 

6. 「民泊元年」①～なぜ民泊が注目されるのか～ 

7. 「民泊元年」②～民泊問題をどうとらえるか～ 

8. 観光・地域振興～変化の方向～ 

9. 「観光まちづくり」のめざすもの 

10. 観光と地域ブランド 

11. 「（B級）ご当地グルメ」を通して観光・地域振興を考える 

12. これからの旅行ビジネスを考える①～旅行市場の成熟化と質的変化～ 

13. これからの旅行ビジネスを考える②～新たな旅行ビジネスの登場～ 

14. 日本は「観光立国」になれるか～まとめ～ 

 

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

急増するインバウンド、観光を通じた地域振興の取り組みなど、観光に関する話題がメディアで取り上げられる機会が多くなって

います。新聞や雑誌、テレビやインターネットなど、様々なメディアを通じて観光がどのように取り上げられているのか、日頃から

関心を持ってください。そして旅行で訪れた国・地域で、あるいは普段の生活において、観光の現実にふれ、観光のあり方につい

て考えてみてください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

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

 

テキスト（Textbooks） 

テキストは特に指定しません。授業の際、プリントを配布します。 

皆さんの関心にしたがって参考書を適宜参照してください。 

 

参考文献（Readings） 

1. 前田 勇編著、2015、『新現代観光総論』、学文社 

2. 立教大学観光学部旅行産業研究会編著、2016、『旅行産業論』、公益財団法人 日本交通公社 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■FH018 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

現代社会の諸相                     新座 

(Aspects of Modern Society) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
子ども理解と子どもの生活世界 

担当者名 

（Instructor） 
山田 恵子(YAMADA KEIKO) 

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） 
CMP1100 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

2016 年度以降 1 年次入学者対象科目 

学びの精神科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 子どもが生きる現代社会の状況を理解する 

 子どもが直面している課題について理解する 

 子どもが生きやすい社会づくりについて考察する 

 

授業の内容（Course Contents） 

変化が速くて激しい、不安定で不確実な社会のなかで、現代の子どもは育っています。子どもの貧困をはじめとして、子どもを取

り巻く状況には厳しいものがあります。この授業では、子どもが生きる社会の中にある問題を、「問題」として捉える視点を確認す

るとともに、子どもを自律的な個人として見つめ直していきます。「今」を生きる子どもの生活世界がどのようなものなのかを理解

し、子どもが生きやすい社会づくりに向けて考察していきます。受講者それぞれが、身近にいる子どもらに目を向けるきっかけと

なれば幸いです。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション － 子どもの周りで何が起きているのか？ 

2. 子ども問題を見つめる視点 

3. 子どもの成長と発達 

4. 子どもと健康 

5. 子どもと家庭 

6. 子どもと福祉 

7. 子どもと司法 

8. 子どもと学校 

9. 子どもと地域 

10. 子どもと文化 

11. 子どもとメディア 

12. 子どもと環境 

13. ゲストスピーカー 

14. 子どもが生きやすい社会づくりに向けて 

 

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

子どもを取り巻く状況（学校・家庭・地域・教育・福祉・文化等）に関心を持ち、新聞やニュースで取り上げられていることに目を向

け、自分なりの考えを持って授業に臨んでください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(50%)/出席を兼ねたリアクションペーパーの記入(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

テキストは使用せず、授業内で随時資料を配布します。 

 

参考文献（Readings） 

1. 日本子どもを守る会編、2017年、『子ども白書 2017』、本の泉社 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FH019 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自然科学の探究                     新座 

(Quest for Natural Science) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
数学・物理・化学における基本理念・方法論 

担当者名 

（Instructor） 

森本 正和(MORIMOTO MASAKAZU) 

野呂 正行(NORO MASAYUKI) 

平山 孝人(HIRAYAMA TAKATO) 

原田 知広(HARADA TOMOHIRO) 

田口 真(TAGUCHI MAKOTO) 

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） 
CMP1100 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

2016 年度以降 1 年次入学者対象科目 

学びの精神科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

数学・科学の具体的題材を通して科学の成り立ち・現代社会における位置づけ・科学的思考法を学び、自然科学における基本的

な理念や方法論を理解する。また、高度に発展していく自然科学に対するビジョンを得る。この科目は、導入期における「学びの

精神」の科目群の１つである。 

 

授業の内容（Course Contents） 

数学・物理・化学の３分野に対して、いくつかの基本となるテーマを通して、自然科学が過去から現在までにいたる大きな発展を

導いた基本理念や方法論を学んでいく。数学では素数にまつわる話題、物理では宇宙・地球・物質の物理、化学では化学物質の

キラリティや光化学、電気化学を取り上げる。個々の分野において、まずはその不思議さに驚き、そこに現れる興味深い性質を

堪能し、自然科学に対する知的好奇心を励起して欲しい。これらの学習を通じて、自然科学の基本的な理念を理解し、高度に発

展していく自然科学に対するビジョンを得ることができるであろう。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 化学編：化学電池 〜化学物質が生み出すエネルギー〜 

3. 化学編：光と色の化学 〜光と化学物質が織りなす世界〜 

4. 化学編：キラルとは 〜化学物質と生命の多様性〜 

5. 化学編：補足と小テスト 

6. 物理編：研究者の楽園南極 〜探検の時代から科学観測へ〜 

7. 物理編：時空観の変遷 ～絶対時間・絶対空間から重力波へ～ 

8. 物理編：身近な物理 〜身の回りの自然現象を物理的に考える〜 

9. 物理編：原子物理学 〜原子を「観る」方法〜，小テスト 

10. 数学編：素数 ～整数を積の基本単位に分割する～ 

11. 数学編：整数の合同 ～暦と時刻の考え方～ 

12. 数学編 : 整数の素因数分解とセキュリティ ～数学と現実社会との関わり～ 

13. 数学編：補足と小テスト 

14. まとめ 

 

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

受講にあたり、数学・物理・化学についての特段の知識を前提としない。しかし、講義に啓発され、関連する高校で学習した分野

を復習するとことで、多いに理解が進むであろう。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(50%)/小テスト・リアクションペーパー(50%) 

毎回、リアクションペーパーを提出する。 数学・物理・化学の分野ごとに小テストを行う。平常点は小テストの点数だけではなく、

授業にのぞむ姿勢やリアクションペーパーの内容も加味する。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし。 

 

参考文献（Readings） 

授業中に適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

板書・プリント資料・視覚教材（スクリーン投影）を用いる。提出されたリアクションペーパーについて次回授業時にフィードバックを
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行う。 

 

注意事項（Notice） 
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■FH020 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

身体科学からの学び                   新座 

(Learning from physical science) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
理学・作業療法士，義肢装具士，トレーナーなどの仕事からみた医学 

担当者名 

（Instructor） 
加藤 晴康(KATO HARUYASU) 

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） 
CMP1100 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

2016 年度以降 1 年次入学者対象科目 

学びの精神科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

国家資格をもつ医療従事者の仕事内容から，病気やケガなどを学ぶ．いくつかの具体的な疾患を提示し，その疾患の知識を得

るとともに，これらの疾患をもつ患者に対する医学的サポートについて考察を行うことができるようになることが目標である。 

 

授業の内容（Course Contents） 

高齢者・一般人やスポーツ選手などが、発症しやすい病気やケガを調べ、その病気やケガに関する知識を得る。また，その病気

をもつ患者への医学的サポートに関して講義を行う予定である。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. はじめに 

2. 医学的知識の基礎１―ケガについてー 

3. 医学的知識の基礎２―病気についてー 

4. 中高齢者の発症しやすいケガ１ 

5. リハビリテーション（理学療法士）１ 

6. 中高齢者の発症しやすいケガ２ 

7. リハビリテーション（理学療法士）２ 

8. 中高齢者の発症しやすいケガ 

9. リハビリテーション（義肢装具士） 

10. 中高齢者の発症しやすい病気 

11. リハビリテーション（作業療法士） 

12. 言語聴覚士の仕事 

13. アスリートをサポートするトレーナー 

14. まとめ 

 

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

基本的に毎授業時に課題を出すので、それを Blackboardに提出する。詳細は授業内で説明する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(60%)/毎授業時に課される小レポート(40%) 

提出が課されたすべての小レポートのうち、１／３以上が未提出の場合は D 評価となる。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

注意：授業評価の対象となる小レポートは，Blackboardを使用して提出する必要がある．また，この小レポートの提出期限は毎授

業日の 23時 59 分までであり，これ以降は一切受け付けないので注意すること．したがって，毎週授業後に Blackboardへのアク

セスが必要となる 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 697 - 

■FH021 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

現代心理学からの学び                  新座 

(Learning from Contemporary Psychology) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 

身体／心／行動 

映像身体学への導入として 

担当者名 

（Instructor） 
杉本 隆久(SUGIMOTO TAKAHISA) 

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） 
CMP1100 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

2016 年度以降 1 年次入学者対象科目 

学びの精神科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

私たちが身体的存在であるということの意味を心理や行動、知覚や感情などといった観点から考えることで、新たな人間学として

の映像身体学への見通しを持つことができるようになることを目指します。 

 

授業の内容（Course Contents） 

この講義では、映像身体学への導入として、伝統的な心理学や身体論の学説を踏まえた上で、心理、精神、身体、行動、知覚、

感情、表現などの問題を検討し、身体の存在がいかなるものであるのかについて考えていく。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 心理学とは？（1） 

3. 心理学とは？（2） 

4. 現代の心理学（1） 

5. 現代の心理学（2） 

6. 精神分析（1） 

7. 精神分析（2） 

8. まとめ 

9. 行動について 

10. 知覚について 

11. 感情について 

12. 表現について 

13. 身体とは何か 

14. まとめ 

 

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

講義内容についてノートをしっかりと取り、各テーマについての自分の考えをまとめることが重要です。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(50%)/コメントカード兼出席票(20%)/中間テスト（15%×2 回）(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

適宜、資料を配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 杉本隆久他、『道の手帖―メルロ＝ポンティ』、河出書房新社 

2. 江川隆男、『超人の倫理』、河出ブックス 

3. 下野孝一、『「こころ」の解体新書』、ナカニシヤ出版 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

杉本隆久「哲学入門～あなたにしか考えることができないことを、考えるために。」（連載『教養と看護』、日本看護協会出版会） 

http://jnapcdc.com/LA/sugimoto_00/index.html 

 

注意事項（Notice） 
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■FH022 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

アジア地域での平和構築                 新座 

(Peace Building in Asia) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
日本と韓国における近代をめぐる思想史体系という視座から 

担当者名 

（Instructor） 
崔 先鎬(CHOI SEONHO) 

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） 
CMP1100 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

2016 年度以降 1 年次入学者対象科目 

学びの精神科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

この科目では東北アジアにおける近代的時代性の抱える諸問題の学問的克服を目標とし、近代以降扱われてきた様々な理論と

思想史体系について、とくに日本と韓国を中心に真剣に考えて行きたいです。 

 

授業の内容（Course Contents） 

総合的学問として、全ての学問の大きな柱を形成する社会科学分野に関わる内容を扱いながら蓄えた論理的思考をもとに、今

後各自の専門分野に東北アジア、とくに「日韓」という視座を応用・実践して戴ければ幸いです。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 東北アジアと日韓を論じる視座について 

2. 共同的側面の本質、興亜論・脱亜論再検討 

3. 東北アジア文化の連鎖と交錯について 

4. 近代的精神とオリエンタリズムの背景 

5. 合理性、共同的関係性の概念について 

6. Carl Schmitt と Hannah Arendtの諸論議 

7. 公共性・権力性の概念をめぐる諸問題 

8. Max Weberにおける諸論議 

9. 吉野作造と Habermas の間－公共圏論議 

10. 公的論議における顕在化・潜在化について 

11. 近代批判の視座、共同的支配の概観 

12. 伝統性・普遍性をめぐる問題について 

13. 東北アジア共同体における市民社会構築の可能性について 

14. 総括関連用語およびその実例の総括 

 

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

教科書内に登場した様々な用語を丁寧に読むこと。 

講義内容は講義時間中にパワーポイントで紹介して行くので集中してノートを取ること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 日韓共通歴史教材制作チーム 編、2013、『学び、つながる日本と韓国の近現代史』、明石書店 (ISBN:9784750337944) 

 

参考文献（Readings） 

1. 中野勝郎・杉田敦・崔先鎬 他、2012、『立憲主義と市民社会』、法政大学出版局 

2. 中野勝郎・崔先鎬 他、2016、『境界線の法と政治』、法政大学出版局 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FH023 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

グローバル社会での平和構築               新座 

(Peace Building in a Global Society) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
２１世紀の平和学 

担当者名 

（Instructor） 
宮寺 卓(MIYADERA 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） 
CMP1100 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

2016 年度以降 1 年次入学者対象科目 

学びの精神科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

今日の世界には、人類の生存に関わるような諸問題が存在する。授業ではそれらの問題について学ぶとともに、積極的に授業

に参加し、自らの力で考える力を涵養することを目的とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

今日の平和研究では、戦争・紛争だけでなく、貧困、環境破壊、差別などの広範囲の問題が扱われている。しかし理論枠組みの

不備のため、平和学の授業は諸問題の羅列で終わるのが通例である。この授業では世界システム論のフレームワークを利用す

ることで、これらの問題を単一の視座のもとに分析する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 平和学の課題とその理論 

2. 平和学の基礎としての社会科学の知識 

3. 世界システム論の基本図式：経済 

4. 世界システム論の基本図式：文化 

5. 世界システム論の基本図式：政治 

6. 小括：知識の再確認と質疑応答 

7. 世界から貧困がなくならないのはなぜか：開発・発展の諸問題 

8. 世界から貧困がなくならないのはなぜか：近代化論の問題点 

9. 戦争はなぜ起こるのか：覇権循環と戦争 

10. 戦争はなぜ起こるのか：「民族」紛争の仕組み 

11. 戦争はなぜ起こるのか：地政学とアジアの安全保障 

12. 環境問題と資本主義 

13. 性差別と資本主義 

14. まとめ 

 

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

授業内容の理解のためには前回の内容を復習しておくことが望ましい。また、指示があった場合は予習をしてくること。ノートの取

り方の指導を行っているので、ノートを撮影して提出してもらう予定である。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(70%)/出席状況、コメントカードの内容、発言(30%) 

75%以上の出席がない場合は成績評価の対象としない。ただし、出席しても授業に身の入らない受講生は欠席として扱う。 

 

テキスト（Textbooks） 

授業中に配布する。 

 

参考文献（Readings） 

授業中に必要に応じて紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

バズセッション（グループ討論）を行うので、受講生は積極的に参加することが求められる。また、講義のテーマにかかわる事件な

どが発生した場合は、受講生と相談の上で授業内容を一部変更し、事件などの分析・検討を行う予定である。 

 

注意事項（Notice） 
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■FH024 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

大学生の学び・社会で学ぶこと              新座 

(A Guide to Service Learning and Civic Engagement) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
社会に関わり、「テーマ」を持って生きる 

担当者名 

（Instructor） 
藤井 満里子(FUJII MARIKO) 

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） 
CMP1100 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

2016 年度以降 1 年次入学者対象科目 

学びの精神科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

大学での学習が、社会の現実を理解し、また課題を発見するための基礎であることを学ぶ。また課題を解決するために、社会の

課題に関わり、活動する視点と態度を習得することを目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

この科目は立教サービスラーニング（ＲＳＬ）科目群のひとつである。ＲＳＬはコミュニティを理解し、コミュニティに関わる能力を習

得することをとおしてシティズンシップ（市民性）を習得することを目的とする。そこで、この授業の前半は、本学学生にとって４年

間生活するコミュニティである立教大学の歴史や大学が学生に期待する正課教育や正課外教育での学びと人間的成長について

講じる。 

授業の後半は、学ぶことの意義や自らの「テーマ」をどの様に構築していくのかを考える。それらを深めるために、この授業では、

講義に加え、受講生どうしのディスカッション、ゲストスピーカーからの話などにより、社会に関わって生きるための「志」を持つこと

を意識した授業展開を行う。とくに、毎回の授業において、自ら考え、言葉にすることを重視するため、積極的な受講態度を求め

る。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

～授業のねらい、進め方、受講に際しての準備～ 

2. 聖公会（Anglican Communion）および立教大学の歴史と建学の精神 

～立教大学コミュニティの成り立ちとポリシー～ 

3. 正課外活動（授業外の活動）における立教生の学び  

～ボランティア活動をとおした学び／ボランティアセンターの活動紹介～ 

4. 正課教育（授業）のめざすものと立教生の学び 

～学習から学修へ／専門性にたつ教養人の育成～ 

5. 立教サービスラーニング（ＲＳＬ）と立教生の学び 

～SL という学びの技法／市民と共に学び、学生から市民になる／主権者教育～ 

6. 上級生の学びの体験から学ぶ 

～先輩の体験に耳を傾け、大学での「学び方」を考える～ 

7. ディスカッション「大学で学ぶこと」 

～今までの授業をとおして、自分が考える大学の学びを整理し共有する～ 

8. 「テーマ」を持って生きるための学び (１) 

学びへのモチベーションとは？ 

9. 「テーマ」を持って生きるための学び (２) 

何を追いかけて学ぶのか？ 

10. 「テーマ」を持って生きるための学び (３) 

社会の中でどんな人になりたいのか？ 

11. 「志」を持って生きるための学び (１) 

多様な「生き方」から学ぶ① 

12. 「志」を持って生きるための学び (２) 

多様な「生き方」から学ぶ② 

13. 「志」を持って生きるための学び (３) 

将来の「生き方」を考える 

14. 授業総括 

 

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

社会で活躍する人々や身近な人々、あるいは自分が影響を受けている人々の人生の「テーマ」や「生き方」、「志」などについて日

頃から関心を持ち、関連する文献やニュース・新聞・雑誌記事に目を通しておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 
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筆記試験(Written Exam)(60%)/毎時間のリアクションペーパー(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 逸見・原田・藤枝＋RSLセンター、2017 年 4 月刊、『リベラルアーツとしてのサービスラーニング－シティズンシップを耕す教育

－』、北樹出版 (ISBN:978-4-7793-0530-6) 

 

参考文献（Readings） 

授業時に紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

・Blackboardを使用するので、使用方法に習熟しておくこと。 

・授業中に紹介する立教大学が行うプログラム、チャペルやボランティアセンターで紹介するキャンプ・ボランティア活動などに積

極的に参加することを期待する。 

・秋学期以降のＲＳＬ科目の履修を期待する。 

 

注意事項（Notice） 
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■FH025 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

人権とジェンダー                    新座 

(Human Rights and Gender) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
人権とジェンダーをめぐる諸問題 

担当者名 

（Instructor） 
中村 江里(NAKAMURA ERI) 

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） 
CMP1100 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

2016 年度以降 1 年次入学者対象科目 

学びの精神科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

人権とジェンダーに関連する基本的な諸概念を理解し、現代社会の様々な社会的事象について人権やジェンダーの視点から考

えることができるようになる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

人権は、人が生まれながらに持っている尊厳に基づいたものであり、全ての人が社会関係の中で生と自由を享受し、幸福を追求

することができるための根拠とされている。しかしながら、近代において誕生した当初の人権概念は、「女性の人権」が除外されて

いるという限界を内包したものであり、そうした限界に対する異議申し立てがフェミニズムの出発点の一つとなった。また、近年は

女性だけでなく性的マイノリティの人権や、ジェンダーと民族、ジェンダーと障がいなど複合的な差別への関心も高まっている。こ

のように人権概念は、時代的な制約に対する挑戦を受け止めながら現在まで変化してきたものであり、今後も変化していく可能

性があると言える。この授業では、家族、教育、労働、政治など現代社会のあらゆる場面で見られるジェンダーやセクシュアリティ

による差別について具体的に学び、人権概念についての理解を深めていきたい。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス：人権とジェンダーについて 

2. 人権とフェミニズムの歴史 

3. 大学における人権とジェンダー 

4. 婚姻・パートナーシップ関係をめぐる人権とジェンダー 

5. 労働における人権とジェンダー（１）賃金労働と性差別 

6. 労働における人権とジェンダー（２）生存権とジェンダー 

7. 労働における人権とジェンダー（３）ワークライフバランスと職場における性の多様性 

8. 身体と人権・ジェンダー（１）性と生殖をめぐる権利とジェンダー 

9. 身体と人権・ジェンダー（２）セクシュアリティとジェンダー 

10. 身体と人権・ジェンダー（３）日常生活と性暴力 

11. 国家と人権・ジェンダー（１）戦争と性暴力 

12. 国家と人権・ジェンダー（２）政治とジェンダー 

13. 国家と人権・ジェンダー（３）憲法とジェンダー 

14. まとめ 

 

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

テキスト・参考文献に挙げた本を読んでおくことが望ましい。また、人権やジェンダーに関する時事問題に関心を持ち、日々新聞

報道などに目を通しておくこと。 

 

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の内容(20%)/中間レポート(20%) 

正当な理由のない 20 分以上の遅刻は欠席とみなす。また、3/4以上の出席をしていない場合は、成績評価の対象としない。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 千田有紀・中西祐子・青山薫編、2013 年、『ジェンダー論をつかむ』、有斐閣 (ISBN:4641177163) 

 

参考文献（Readings） 

1. 木村涼子・ 熊安貴美江・伊田久美子、2013 年、『よくわかるジェンダー・スタディーズ―人文社会科学から自然科学まで (や

わらかアカデミズム・わかるシリーズ)』、ミネルヴァ書房 (ISBN:4623065162) 

2. 中村美亜、2008 年、『クィア・セクソロジー―性の思いこみを解きほぐす』、インパクト出版会 (ISBN:4755401917) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■FH026 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

ライフマネジメントと学生生活              新座 

(Student Life Management) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
自己を見つめ他者や社会とのかかわりについて考えてみよう 

担当者名 

（Instructor） 
アーント三浦(ARNDTMIURA REIKO) 

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） 
CMP1100 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

2016 年度以降 1 年次入学者対象科目 

学びの精神科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

学生生活を始めるにあたり、現実の生活環境と生活習慣をよく認識すること。その上で自分の将来の夢や可能性を見つめ、主体

的に選択した目標を実現するための必要な力を身に付ける。 

また生きる力とは何かを考え、自己を見つめることと他者と繋がる力を学ぶ。 

 

授業の内容（Course Contents） 

グループワークで意見を交換したり気持ちを共有し様々な価値観と出会いながら、自分の存在感を自覚し、納得した居場所を確

立させる。また生活の基盤となる生活習慣について正しく理解して学生生活を充実させるための方法を自ら学ぶ。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

 生活習慣チェック 

2. 自己理解とは何かを考える 

 精神健康度チェック 

3. 自己理解とは何かを考える 

 学習とやる気について 

4. 自己理解とは何かを考える 

 心の健康との関連 

5. 生活の基盤を考える 

 生活習慣と睡眠 

6. 生活の基盤を考える 

 身体の持つリズム（生体リズム） 

7. 生活の基盤を考える 

 ストレスの理解と心身の健康 

8. 生活の基盤を考える 

 食事と運動  

9. 生活の基盤を考える 

 エネルギーバランス（摂取と消費カロリー） 

10. 他者とのつながりを考える 

 集団とコミュニケーション 

11. 他者とのつながりを考える 

 チームづくりとリーダーシップ 

12. 他者とのつながりを考える 

 社会的スキル 

13. 学生ライフを充実させるために 

 キャリアとキャリア形成 

14. 学生ライフを充実させるために 

 学生生活のリスク管理を考える 

 まとめ 

 

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

授業内で行うグループワークのためテーマについて考えをまとめる、配布（または Blackboardより各自ダウンロード）資料をよく読

む、などの事前事後学習を行うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(50%)/リアクションペーパー(20%)/レポート(10%)/出席及び授業参加度(20%) 

尚、75%以上の出席がない場合は成績評価の対象としない。 
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テキスト（Textbooks） 

授業内で資料配布、または Blackboard より各自ダウンロードして資料を印刷する。 

 

参考文献（Readings） 

授業内で随時紹介 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FH027 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

立教大学の歴史                     新座 

(History of Rikkyo University) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
日本近現代史のなかの立教大学 

担当者名 

（Instructor） 
舟橋 正真(FUNABASHI SEISHIN) 

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） 
CMP1100 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

立教 A科目 

学びの精神科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

1874 年に創立した立教は、どのような歩みを経て、現在に至っているのだろうか。この授業では、日本近現代史のなかの立教大

学の歴史・沿革とその特色を学びながら、「立教大学とは何であるのか」を考えていきたい。 

 

授業の内容（Course Contents） 

この授業では、1874 年の創立から 2000 年の一貫連携教育の開始までを扱い、立教大学の歴史を日本近現代史のなかに位置

づけながら検討していく。これまでの研究成果を踏まえ、立教大学の歴史的展開を明らかにし、加えて立教各校の動向や他大学

の事例についても紹介していく。なお、授業計画は若干変更することもある。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 聖公会の日本伝道と創立者ウィリアムズ 

3. 立教学校の誕生 

4. 文部省訓令第１２号と立教学院の成立 

5. 高等教育制度の整備と立教大学の誕生 

6. 関東大震災と財団法人立教学院 

7. 立教大学の拡張と戦争の影 

8. 日米開戦とキリスト教教育の危機 

9. 戦局の悪化と大学存続の危機 

10. 敗戦から学園の再建へ 

11. 新制立教大学への移行 

12. 高度経済成長のなかの立教大学 

13. 「立大紛争」とその後の諸改革 

14. 新座キャンパスの開校と一貫連携教育の開始 

 

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

予習の必要はない。授業後は配布したプリントをみなおし、しっかり復習すること。その際、関連の参考文献を読み、授業内容へ

の理解を深めること。加えて授業内容の定着を図るため、レポートなどを作成する。その詳細については、授業時に指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(50%)/レポート(30%)/コメントペーパーの内容(20%) 

出席は毎回とる。3/4 以上出席していない場合は、成績評価の対象としない。そのほか、遅刻、無断での欠席および早退、私語

などには厳正に対処する。 

 

テキスト（Textbooks） 

テキストは指定せず、授業時にプリントを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 立教学院史資料センター編、2007 年、『立教大学の歴史』、立教大学 

立教史関連の諸研究については、以下の URLを参照のこと。

http://www.rikkyo.ac.jp/research/institute/rikkyo_archives/research_results.html 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

立教学院の歴史については、以下の URLを参照されたい。 

http://www.rikkyo.ac.jp/research/institute/rikkyo_archives/ 

 

注意事項（Notice） 
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■FH028 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

西欧キリスト教社会における大学の誕生          新座 

(Genealogy of Universities and Colleges in Occidental Christianity) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
哲学思想と共に辿る大学の歴史 

担当者名 

（Instructor） 
松澤 裕樹(MATSUZAWA HIROKI) 

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） 
CMP1100 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

2016 年度以降 1 年次入学者対象科目 

学びの精神科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

大学の歴史に関する全般的な知識を得ることよりも、様々な哲学者の思想に触れながら、受講者ひとりひとりが大学で学ぶこと

の意味について深く考え、大学で主体的に学ぶ方法を身につけることに重点を置く。 

 

授業の内容（Course Contents） 

授業の前半では、古代ギリシアから現在へと至る歴史の中でいかに大学が誕生し発展してきたのかを講義を通じて理解を深め

る。授業の後半では、受講者が予習してきた哲学者のテキストを材料にしてグループ学習を行い、大学での学びに関する様々な

問いについて議論を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 古代ギリシアにおける学校（１） 

3. 古代ギリシアにおける学校（２） 

4. ヘレニズム時代における学校 

5. ローマ時代における学校（１） 

6. ローマ時代における学校（２） 

7. ベネディクト時代における学校（１） 

8. ベネディクト時代における学校（２） 

9. １２世紀における大学の誕生 

10. １４世紀における領邦国家の成立と大学の変容 

11. １７世紀における大学の衰退とアカデミーの発展 

12. １９世紀ドイツにおける大学改革 

13. 日本における大学の誕生 

14. まとめ 

 

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

哲学者のテキストを読み、設問に対する回答を予習ノート（A4一枚）にまとめ、グループ学習に備えることが予習となる。

Blackboardに授業のレジュメを掲載するので、それを用いて復習することが望ましい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(50%)/予習ノート(30%)/議論への参加態度(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業で使用するテキストは Blackboard を通して配布する。 

 

参考文献（Readings） 

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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■FH029 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

伝統と革新の大学図書館                 新座 

(Traditional and Innovation of the University library) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
伝統と革新の大学図書館 学びを深める情報リテラシー 

担当者名 

（Instructor） 
牛崎 進(USHIZAKI SUSUMU) 

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） 
CMP1100 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

2016 年度以降 1 年次入学者対象科目 

学びの精神科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

大学の授業に主体的に臨めるよう、また授業以外の自らの関心事について理解を深められるよう、インターネット情報源及び大

学図書館の活用法を習得する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

情報がどのように発生し、公表され流通するのか、大学生の基礎的素養として修得することが期待される情報リテラシーとは何

か、以上の点を中心にインターネット情報源をどのように活用するか、大学図書館をどのように利用できるかについて事例の紹介

をしつつ授業を進める。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 大学生の学びの機会 

2. 大学生と情報リテラシー 

3. 情報の発生と流通はどうなっているのだろう 

4. 情報にはパッケージ型と非パッケージ型がある情報－インターネット情報源と印刷系情報源－ 

5. インターネットを上手く使おう１－利用のマナー、Google や YAHOO!の使い方など他ー 

6. インターネットを上手く使おう２－電子図書館、情報技術の活用他－ 

7. 書店はどうなってるの、アマゾンって 

8. 図書館はどう考えてる 

9. 立教大学図書館って評判いいらしい 

10. OPACでできること、できないことのサポートシステム 

11. 基本的な調べもののツールを学ぼう 

12. 「テーマを持って真理を探究する」って 

13. さあ、楽しく学ぼう 

14. まとめ 

 

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

Blackboardの利用など授業時間外の学習に関する指示は、必要に応じて行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(60%)/出席および授業に取り組む姿勢(20%)/提出物(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

授業の進行に合わせて、別途指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FH030 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

キャリアデザイン                    新座 

(Career Design) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
キャリアデザインのための基礎労働法 

担当者名 

（Instructor） 
朴 孝淑(PARK HYOSOOK) 

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） 
CMP1100 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

2016 年度以降 1 年次入学者対象科目 

学びの精神科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

本講義では、個々の労働者と使用者との関係を規律する「個別的労働関係法」について学ぶことで、様々な労働問題について理

解を深めるとともに、自ら文献や資料を読み解き自分なりの分析・考察を行う力をつける。 

 

授業の内容（Course Contents） 

本講義では、自分らしい生き方とは何かをしっかりと考え、それを希望の進路に結び付けていくために、「働くこと」に関するルー

ルである労働法について学習する。 

詳しくは、労働関係の開始・展開・終了の各段階で生じ得る多様な労働法的問題（たとえば、採用・採用内定取消の問題、ブラッ

ク企業の見分け方、派遣切りなど）について、テキストの知識を前提に、労働法全般の基本的な内容を学んでいく。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ※以下は予定であり、履修者の理解や進行状況により柔軟に変更する可能性がある。 

「イントロダクション」：まず、シラバスの記載事項について確認する。そのうえで、労働法とはどういう学問か、学習の仕方、

現代労働の課題状況の概要等について説明する。 

2. 「労働法の法源」：使用者と労働者との間の権利・義務を根拠づけるものとしては、法律と契約以外に、労働協約と就業規

則とが存在する。労働法の法源でもある労働協約とは何か、就業規則とは、労働契約とは、いかなるものか。これらの点に

ついて学ぶ。 

3. 「労働関係の当事者と基本的権利義務」：オペラ歌手は労働者なのか？労働者とは？使用者とは？労働法の当事者の概

念について検討し、どのような基準で労働者か否かを判断するかについて学ぶ。 

4. 「労働契約の成立－募集・採用内定・採用・試用」：就業活動に取り組み、就職を希望した先から内々定・内定を受け、入社

する。このうちどの時点で労働契約は成立するのだろうか（＝いつ社員になるの？）。内々定や内定の取消しは法的に制限

されているのだろうかなどについて学ぶ。 

5. 「人事をめぐる法律問題－人事権・配転・出向・転籍・昇進（昇格）・降格」：長期の契約関係を前提に使用者が労働者に対し

て有する人事権について、それがどのような制約を受け得るのかについて学ぶ。とりわけ、昇格・降格、配転・出向等の人

事異動に際し、使用者の人事権の行使が権利の濫用とされる場合について学ぶ。 

6. 「労働契約の終了（解雇、定年退職）」：労働契約の終了（特に解雇）の法的規制の大枠と判断枠組みに関して説明する。ま

た、高年齢者雇用安定法を中心に日本の高齢社会における多様な雇用政策について学ぶ。 

7. 「雇用差別」：労働法では、一定の事由に基づく差別が禁止されている。差別概念（直接差別とは何か、間接差別とは何か）

について学んだうえ、日本の労働法がいかなる差別禁止規定を置き、労働者を雇用差別から守ってきたのかを解説する。 

8. 「賃金」：賃金の体系、賃金請求権等、労働基準法上の賃金の定義規定を検討し、「賃金」とは何か。また、賃金に対する法

規制等、賃金が発生する仕組み等について学ぶ。 

9. 「労働時間」：労働時間の概念、労働時間規制：労働時間の概念、労働時間規制の原則等、労働時間制度の基本的な枠組

みを検討し、日本の労働法は、労働時間について、どのような法規制を置いているのか、また、労働時間規制の例外や変

形労働時間制などについて学ぶ。 

10. 「非典型雇用－有期労働契約・パートタイム労働・労働者派遣」：一般に「非正規労働者」と呼ばれ、いわゆる正社員とは区

別されて取り扱われている人々が存在する。この回では、非正規労働者のうち、主に有期労働契約者、パートタイム労働者

(短時間労働者)、派遣労働者をめぐる立法の内容及び諸労働法的問題について学ぶ。 

11. 「労働組合」：日本の労使関係の実態、労働組合の概念や労働組合の要件等を中心に学ぶ。 

12. 「団体交渉と労働協約」：：労使関係法の基本目的は、労働条件が対等に決定される基盤を作るために団体交渉を中心とし

た労使自治を促すことにある。授業では、ユニオンショップ協定、団体交渉に関する法理を重点的に取り上げる。 

13. 「団体行動・不当労働行為」：団体行動権保障の法的枠組み、労働者の団体行動の中心にある争議行為を中心に、いかな

る場合に団体行動の正当性が肯定され得るのかについて学ぶ。また、労働組合法は、使用者の一定の行為を「不当労働

行為」として禁止しているが、具体的にはどのような行為が禁止されているのであろうかを中心に学ぶ。 

14. 「キャリア権」：働く人びとが自分なりに職業生活を準備し、 開始し、 展開することを基礎づける権利を｢キャリア権｣と定義

する場合、キャリア権を具体的な規範の次元にまで降ろしていこうとした場合、 どのような課題があるか。これを既存の労

働法理や判例法理と引き比べてみる。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 
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・全て講義形式による。授業運営の詳細については初回授業時間中に改めて説明する。 

・授業時にはパワーポイントを使用する。授業ＨＰの所定欄に、パワーポイントスクリーンの縮刷版（PDF）と授業時に使用する資

料を原則として前週末までに掲載するので、予習及び授業時に活用すること。 

・不明な用語の確認等は、講義中ではなく予習・復習として行うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(70%)/コメントカード兼出席票(30%) 

コメントカード兼出席票（30%）※出席状況は評価の対象としない。ただし、本科目は出席を重視しており、講義を 6 回以上欠席し

た者は期末試験の成績を問わず単位取得を認めていない。（病気等、やむを得ない事情がある学生は事前に教員に相談するこ

と。） 

 

テキスト（Textbooks） 

・授業時にはパワーポイントを使用する。（※詳しくは、授業時に説明する。） 

 

参考文献（Readings） 

1. 小畑史子＝緒方桂子＝竹内（奥野）寿、2016、『労働法〔第 2版〕』、有斐閣ストゥディア (ISBN:978-4641150331) 

※開講までに改訂版が出版された場合、当該最新の改訂版を使用することが望ましい。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

厚生労働省：http://www.mhlw.go.jp/ 

 

注意事項（Notice） 
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■FH031 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

キリスト教史に学ぶ多文化共生              新座 

(Religions and Diversity: Convivial Wisdom of Christianity) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
キリスト教の普遍性と特殊性 

担当者名 

（Instructor） 
岡田 聡(OKADA SATOSHI) 

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） 
CMP1100 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

2016 年度以降 1 年次入学者対象科目 

学びの精神科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

・キリスト教についての基本的な知識を身につけること。 

・その普遍性と特殊性を理解すること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

西洋文化の源流の一つであるキリスト教の前史から初期までの歴史を学ぶことによって、現代の西洋的な文化に隠れた「キリス

ト教的なもの」を明らかにすると共に、その普遍性と特殊性を理解する。そのことで、普段は意識しない東洋的なモノの見方や考

え方を浮かび上がらせる。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ヘブライ人の歴史（１） 

2. ヘブライ人の歴史（２） 

3. 神の名は（１） 

4. 神の名は（２） 

5. ヘブライ人の歴史（１） 

6. ヘブライ人の歴史（２） 

7. パレスチナ・イエス運動（１） 

8. パレスチナ・イエス運動（２） 

9. パレスチナ・イエス運動（３） 

10. イエスとキリスト（１） 

11. イエスとキリスト（２） 

12. イエスとキリスト（３） 

13. 映画で知るキリスト教 

14. 教会の成立 

 

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

・「文献案内」で挙げる図書などを手がかりとして、講義内容の理解を深めること。 

・それと共に、各自の関心を広げ、講義で扱わなかった事柄の勉強、研究をおこなうこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

使用しない。 

 

参考文献（Readings） 

適宜、「文献案内」を配布する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

・本講義担当者の専門分野は哲学、特にカール・ヤスパースとキリスト教の関係だが、ドイツ留学中、指導教授のＷ・シュスラー

博士から、次のようにご教示いただいた。それは、「ヤスパースによるキリスト教批判は外側からのものである、あなたはキリスト

教を内側から知らなければならない」、という意味のことであった。このことは、他文化一般に言えるだろう。しかし今でも、他文化

を「内側から知る（von innen kennenlernen）」とはいかなることかは分かっていない。本講義を通じて、学生諸君とともに、そのこと

について考えていきたい。 

 

・教師と学生の団体を意味する大学（universitas）において、教員と学生の間にあるのは、役割の違いだけである。講義といえど、

「教員と学生の相互研鑽」の場としたい。それを求める学生の受講を期待している。 
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・知的快楽、学ぶ悦びを知ってもらう講義を心がけたい。 

 

注意事項（Notice） 
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■FH032 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

美と生命について：キリスト教の美学           新座 

(Harmony and Creation: Kalonology of Christianity) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
初期ネーデルラント美術に見る「聖」と「俗」 

担当者名 

（Instructor） 
杉山 美耶子(SUGIYAMA MIYAKO) 

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） 
CMP1100 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

2016 年度以降 1 年次入学者対象科目 

学びの精神科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

中世末期における「聖」と「俗」の概念を、15・16 世紀前半のネーデルラント（低地地方）で制作された芸術作品（絵画・彫刻・装飾

写本・版画）を通し考察する。作品の意味内容に加えて、イメージが果たしていた宗教的機能に関しても理解を深めることを目的

とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

この授業では、15・16 世紀前半のネーデルラントにおいて制作された芸術作品の様式・意味内容・制作動機等に関する考察を通

して、中世末期における「聖」と「俗」の概念と、信仰生活において視覚芸術が果たしていた機能について学びます。中世から近世

初期までの視覚表象（イメージ）に関する神学的議論や民間信仰にも触れつつ、我々が今日言うところの「芸術」作品がキリスト

教信者の生活において果たしていた機能について理解を深め、作品を立体的に理解する方法を習得することに重点をおき講義

を進めます。ネーデルラント絵画史が中心となりますが、参加される学生さんの関心に応じ、アルプス以北・以南の他地域におけ

る事例にも言及します。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス―中世末期ネーデルラントにおける宗教と美術 

2. 初期ネーデルラント絵画概説①（15 世紀前半） 

3. 初期ネーデルラント絵画概説②（15 世紀後半―16 世紀前半） 

4. イメージと典礼（祭壇画の形式と発展） 

5. イメージと祈願（奉納画と寄進画） 

6. イメージと祈祷（時祷書と版画） 

7. イメージと奇跡（新たなる「聖像（イコン）」） 

8. イメージと治癒（施療院における芸術作品の役割） 

9. イメージと観想（霊的巡礼とイメージ） 

10. イメージと巡礼（身体的巡礼の原動力となったイメージ） 

11. イメージと贖宥（贖宥画の発展と流布） 

12. イメージによる信仰促進（無原罪の御宿りと聖母の七つの悲しみ） 

13. イメージの破壊と聖性の無効化（聖像破壊運動） 

14. まとめ―中世末期における「聖」と「俗」の境界 

 

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

授業の予習・復習および教員が提示する課題、提出物。そのほか参加される学生さんの関心の所在に応じて適宜指導します。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(60%)/発言、コメントペーパー、予習復習、その他教員が指示する課題、提出物などの精度、積極性によ

る。(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. アーウィン・パノフスキー著、勝國興、蜷川順子訳、2001 年、『初期ネーデルラント絵画：その起源と性格』、中央公論美術出版 

(ISBN:4805503963) 

2. ヨハン・ホイジインガ著、堀越孝一訳、2001 年、『中世の秋』、中央公論新社 (ISBN:4121600002) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

Blackboard を使用します。 

 

注意事項（Notice） 
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■FH033 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

愛について：キリスト教の倫理と哲学           新座 

(Eros and Agape: Ethics and Philosophy of Christianity) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
「聖書」から学び、「今」を生きる 

担当者名 

（Instructor） 
宮崎 光(MIYAZAKI HIKARI) 

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） 
CMP1100 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

2016 年度以降 1 年次入学者対象科目 

学びの精神科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

人間にとって愛とは何であるのか、キリスト教の倫理と哲学とともに考察する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

キリスト教がその本質として説く「愛」を、『聖書』に基づいて、講師と受講者相互の対話関係の中で、体験的に学ぶ。教室での講

義とグループ・ディスカッション、またチャペル（礼拝堂）という空間で過ごす体験を織り交ぜながら、立教大学で学ぶことの可能性

を提供する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. プロローグ：「愛」は学ぶものなのか 

2. トピック１：「愛」は痛いものか？嬉しいものか？ 

3. ディスカッション：「愛は決して滅びない？ 

4. まとめ１：C.S.ルイス『四つの愛』を手がかりに 

5. チャペルでの授業：「愛」を歌う 

6. トピック２：聖書の物語（たとえ話）から 

7. ディスカッション：あなたは誰か？ 

8. チャペルでの授業：自分の来し方を思い返して 

9. まとめ２：慰めと養いの言葉 

10. トピック３：聖書の物語（キリストの出来事）から 

11. ディスカッション：「愛」の反対語は？ 

12. チャペルでの授業：「愛」と「祈る」ということ 

13. まとめ３：「愛」を生きること 

14. 講義の結びと拓き 

 

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

新座キャンパスのシンボルでもあるチャペルで行われる祈りの時間（チャペルアワーなど）にも、積極的に参加すると、クラスでの

学びに、より親しみが増すであろう。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(50%)/授業時のリアクション・ペーパー(30%)/ディスカッション時のふりかえりレポート(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 『聖書 新共同訳』、日本聖書協会 

2. 渡辺和子、2005、『「ひと」として大切なこと』、PHP研究所 (ISBN:4-569-66428-8) 

 

参考文献（Readings） 

1. 土井健司、2003、『キリスト教を問いなおす』、筑摩書房 (ISBN:4-480-06125-8) 

2. C.S.ルイス、1977、『四つの愛』、新教出版社 (ISSN:BN03058148) 

3. 椎名麟三、1973、『私の聖書物語』、中公文庫 (ISSN:BA3116684X) 

4. マザー・テレサ／ホセ・ルイス・ゴンザレス－バラド、2000、『マザー・テレサ 愛と祈りのことば』、PHP文庫 (ISBN:4569554989) 

5. 片柳弘史、2013、『祈りへの旅立ち マザー・テレサに導かれて』、ドン・ボスコ (ISBN:978-4-88626-563-0) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FH101 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

世界史の中のキリスト教 

(Christianity in World History) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
<土着化論からみた日本キリスト教史①> 

担当者名 

（Instructor） 
ゾンターク，Ｍ(SONNTAG,MIRA) 

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） 
CMP1100 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

2016 年度以降 1 年次入学者対象科目 

学びの精神科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

日本のキリスト教史を概観し，その特徴を日本人研究者または外国人研究者がどう考えているかを考察することによって，キリス

ト教の土着化過程を追求する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

日本への伝来から幕末時代まで、世界史及びアジア史の文脈における日本のキリスト教の特徴と意義を考える。講義に合わせ

て，(英文のものを含む) 文献の批判的な解読を行う。授業に使用される学術用語の理解の深化に特に力を入れる。学んだ歴史

事情を映画･ドキュメンタリーを通して再確認する。 

基本的に講義形式で進めるが，場合によって授業内での文献講読，グループ・ワーク，討論も行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入：先行研究における日本キリスト教史論の特徴 

2. 日本へのキリスト教宣教の歴史的背景（１） 

3. 日本へのキリスト教宣教の歴史的背景（２） 

4. フランシスコ･ザビエルと「宣教」の発端 

5. 天下統一と南蛮貿易に対するキリスト教のインパクト 

6. 聖職者になった日本人の歩み 

7. キリシタン迫害における三つの選択肢 

8. 『アジアの瞳』（映画）鑑賞 

9. キリシタン時代の神学思想 

10. 潜伏キリシタンの世界 

11. 排耶書に見られる反キリスト教言説 

12. 幕末期におけるキリシタン発見 

13. 『沈黙』における潜伏キリシタンの記述 

14. 総括 

 

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

予習・復習・指定文献の講読など。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(50%)/出席及びリアクションペーパー(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特に指定しない。 

 

参考文献（Readings） 

必要に応じて提示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 716 - 

■FH102 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

世界史の中のキリスト教 

(Christianity in World History) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
<土着化論からみた日本キリスト教史②> 

担当者名 

（Instructor） 
ゾンターク，Ｍ(SONNTAG,MIRA) 

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） 
CMP1100 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

2016 年度以降 1 年次入学者対象科目 

学びの精神科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

日本のキリスト教史を概観し，その特徴を日本人研究者または外国人研究者がどう考えているかを考察することによって，キリス

ト教の土着化過程を追求する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

幕末期から現代まで、世界史及びアジア史の文脈における日本のキリスト教の特徴と意義を考える。講義に合わせて，(英文のも

のを含む) 文献の批判的な解読を行う。授業に使用される学術用語の理解の深化に特に力を入れる。学んだ歴史事情を映画･ド

キュメンタリーを通して再確認する。 

基本的に講義形式で進めるが，場合によって授業内での文献講読，グループ・ワーク，討論も行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入：日本キリスト教史論の特徴 

2. 幕末期まで土着したキリスト教の特徴 

3. 開国とカトリック宣教の再会 

4. キリシタン迫害から信教の自由の保障へ 

5. プロテスタント宣教と文明開化 

6. 公会～バンド～教派 

7. 女性宣教師と明治期のジェンダー論 

8. 愛国主義か国家主義か 

9. キリスト教と社会主義運動 

10.  『死線を越えて』（映画）鑑賞 

11. 日本プロテスタント海外宣教史 

12. 近代日本の神学思想の変遷 

13. 現代プロテスタント教会の諸課題 

14. まとめ・総括 

 

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

予習・復習・指定文献の講読など。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(50%)/出席及びリアクションペーパー(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特に指定しない。 

 

参考文献（Readings） 

必要に応じて提示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FH103 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

世界史の中のキリスト教 

(Christianity in World History) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
キリスト教の誕生から現在までを世界史の流れ中に位置づけ、その意義を探る。 

担当者名 

（Instructor） 
金井 美彦(KANAI YOSHIHIKO) 

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） 
CMP1100 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

2016 年度以降 1 年次入学者対象科目 

学びの精神科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

キリスト教の世界史的意義を学ぶ。 

 

授業の内容（Course Contents） 

 イエスという一人の男の活動と死から誕生したキリスト教が、なにゆえ今に至るまで大きな影響を与え続けて来たかについて、

その前史である古代イスラエル史、旧新約聖書の成立、および神学思想の展開を辿りつつ、世界史的展望の中で考察する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 旧約聖書の世界１ 

古代イスラエルの宗教とエジプト、メソポタミア―ノア、アブラハム、モーセ 

2. 旧約聖書の世界２ 

古代オリエントの諸帝国と古代イスラエルの歴史―サムエル、ダビデ、イザヤ、エレミヤ 

3. イエスの出現と紀元 1 世紀の東地中海世界 

4. イエスの言葉と活動、そして十字架と復活の信仰 

『マタイによる福音書』『ルカによる福音書』 

5. ヘレニズム世界への劇的な伝播 

パウロの旅、『使徒言行録』 

6. ローマ帝国とキリスト教 

迫害と忍耐から国教へ 

7. 古代キリスト教の思想的な力 

テルトゥリアヌス、オリゲネス 

8. 古代世界の終焉とアウグスティヌスの神学 

9. ローマカトリック教会の支配 

教皇権、スコラ神学 

10. イスラムの台頭と中世的世界の崩壊 

十字軍、ルネサンス 

11. 宗教改革とその影響 

地球規模のキリスト教伝道 

12. 近代的世界とキリスト教の相対化（１） 

13. 近代世界とキリスト教の相対化（２） 

14. グローバル化と世界宗教 

キリスト教の新しい可能性 

 

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

授業中に提示した文献をできるだけ読む。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(50%)/出席および授業に取り組む姿勢(30%)/リアクションペーパーなど(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 『新約聖書』、日本聖書協会 

 

参考文献（Readings） 

1. 小田垣雅也、1995、『キリスト教の歴史』、講談社 

2. 上村静、2011、『旧約聖書と新約聖書』、新教出版社 

3. 深井智明、2017、『プロテスタンティズム』、中央公論新社 

その他の文献は適宜授業中に提示する。 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FH104 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

思想を生み出すキリスト教 

(Christianity and Philosophy) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
古代キリスト教思想家 

担当者名 

（Instructor） 
安井 聖(YASUI KIYOSHI) 

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） 
CMP1100 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

2016 年度以降 1 年次入学者対象科目 

学びの精神科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

古代キリスト教史において代表的な思想家の生涯， 著作，思想を学ぶことによってこの時代におけるキリスト教の歩みがどのよ

うなものかを理解する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

２世紀から５世紀までの時代において，代表的な５人のキリスト教思想家の生涯，著作，思想を紹介する。またこの時代のキリス

ト教思想において重要なテーマであるキリスト論，三位一体論について，思想家それぞれの理解の特色を明らかにし，相互に比

較する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 序 古代キリスト教思想家とは 

2. ユスティノスの生涯と著作 

3. ユスティノスの思想 

4. テルトゥリアヌスの著作と生涯 

5. テルトゥリアヌスの思想 

6. オリゲネスの生涯 

7. オリゲネスの著作 

8. オリゲネスの思想 

9. アタナシオスの生涯 

10. アタナシオスの著作 

11. アタナシオスの思想 

12. アタナシオス以後のキリスト論論争 

13. アウグスティヌスの三位一体論 

14. まとめ 

 

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

菊地榮三・菊地伸二，『キリスト教史』，教文館， 2005 年，またはフスト・ゴンザレス，『キリスト教史 上巻』，新教出版社，2002 年

の「古代キリスト教史」の箇所を読んでおく。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(70%)/各授業毎にリアクションペーパーを提出させる。(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特に指定しない。授業内容に関するレジュメを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

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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■FH105 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

思想を生み出すキリスト教 

(Christianity and Philosophy) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
使徒パウロの生涯と思想 

担当者名 

（Instructor） 
吉田 忍(YOSHIDA SHINOBU) 

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） 
CMP1100 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

2016 年度以降 1 年次入学者対象科目 

学びの精神科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

１．使徒パウロの活動とその意義及び影響を理解する。 

２．使徒パウロの思想とその意義を理解する。 

３．使徒パウロの現代に対する影響力を理解する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

真正パウロ書簡及び使徒言行録を基に、パウロの活動を辿る。その後、パウロの思想を幾つかの側面から論じる。 

必要に応じてパウロが生きた社会についての説明も行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 召命前のパウロ 

3. 召命・使徒 

4. 第一回伝道旅行 

5. 使徒会議 

6. アンティオキア事件 

7. 第二回伝道旅行 

8. 第三回伝道旅行 

9. パウロとイスラエル 

10. パウロと律法 

11. パウロと終末 

12. パウロと信仰義認論（１） 

13. パウロと信仰義認論（２） 

14. まとめ 

 

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

毎回の授業で配布されるレジュメを整理し、要点を明らかとする。また、授業で取り上げられた聖書箇所を読み、その文脈を理解

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(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 『新共同訳聖書：旧約聖書続編つき』、日本聖書協会 (ISBN:9784820212027) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FH106 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

思想を生み出すキリスト教 

(Christianity and Philosophy) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
聖書の物語と現代の思想 

担当者名 

（Instructor） 
岩田 成就(IWATA SHIGENARI) 

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） 
CMP1100 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

2016 年度以降 1 年次入学者対象科目 

学びの精神科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 欧米の思想の源泉である聖書の物語に親しみ、それを単なる文化や教養の問題としてではなく、自分自身の生きる意味の問題

として考えること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

 近現代の欧米の思想は、土壌となったキリスト教思想とどのように関わっているのだろうか？聖書の中からいくつかの有名な箇

所を取り上げ、そこに描かれた物語が、近現代の思想家たちによってどのように受け止められたかを学び、そのことを通して、

神、人間、罪、救いといった問題について考えを深めていく。受講者には授業で紹介する思想家の考えを参考にしつつも、最終的

には自分なりの理解をもつことを目指していただきたい。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション  

2. 創造か進化か？:創造物語（創世記１章） ダーウィン、ベルクソン、ホワイトヘッド 

3. 創造か進化か？：創造物語（創世記１章） グールド、ドーキンス 

4. 人間とは何か：堕罪物語 （創世記３章） アウグスティヌス、カント、キルケゴール 

5. 人間とは何か：堕罪物語 （創世記３章） ゲーレン、バタイユ、 

6. 宗教と倫理・アブラハムの物語（創世記２２章） キルケゴール 

7. 宗教と倫理：アブラハムの物語（創世記２２章） ブーバー、カント、レヴィナス、デリダ、 

8. 悪の問題：ヨブの物語（ヨブ記）  キルケゴール 

9. 悪の問題：ヨブの物語（ヨブ記）  ユング 

10. 他者とは誰か：よきサマリア人の物語（ルカ１０章） アウグスティヌス、ゴッホ、トルストイ 

11. 他者とは誰か：よくサマリア人の物語（ルカ１０章） レヴィナス 

12. イエスとは誰か：イエスの物語（福音書）  ヘーゲル、シュライエルマッハー、シュトラウス、ルナン 

13. イエスとは誰か：イエスの物語（福音書） キルケゴール、バルト、ブルトマン 

14. まとめ 

 

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

各回のノートはしっかりと取り、授業内容を理解しておくこと。筆記試験では、このノートを持ち込み、授業内容についての問いに

解答してもらう。詳しくは最初の授業で詳しく説明するので、必ず出席すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(60%)/授業への参加度(40%) 

筆記試験はすべて持ち込み可。授業への参加度は出席、リアクションペーパー、授業態度などによって判断する。 

 

テキスト（Textbooks） 

教科書はとくに使用しない。 

 

参考文献（Readings） 

詳しくは授業中に紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FH107 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

美術の中のキリスト教 

(Christianity and Art) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
絵で読むヨハネの黙示録 

担当者名 

（Instructor） 
宮内 ふじ乃(MIYAUCHI FUJINO) 

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） 
CMP1100 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

2016 年度以降 1 年次入学者対象科目 

学びの精神科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

初期中世キリスト教美術におけるヨハネの黙示録の意義について理解する。 

テクストからイメージへの変換作業を考える。 

重要な彩飾写本の造形的特質と表現方法について自らの言葉でまとめることができる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

中世写本画は，小さな画面の中で繰り広げられる無限のイメージ世界を現代に伝えてくれる重要な表現メディアです。多くのシン

ボルや色彩を用いて視覚的イメージを喚起させる黙示録の言語表現は、西欧のキリスト教美術に様々なテーマやモティーフを提

供しつづけ、想像力溢れる豊かなイメージの源となりました。本講義ではカロリング朝やスペインで制作された初期中世の写本挿

絵を見ながら，黙示録美術の壮大なヴィジョンを読み解きます。本学図書館所蔵のファクシミリ（複製写本）を用い，実際の写本の

鑑賞体験を通して中世の彩飾写本の基礎的知識の習得と理解を深めます。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 写本挿絵について 

3. 黙示録 1 章 

4. 黙示録 2－3 章 

5. 黙示録 4 章 

6. 黙示録 5 章 

7. 黙示録 6 章 

8. 黙示録 8 章 

9. 黙示録 11 章 

10. 黙示録 12 章 

11. 黙示録 20 章 

12. 黙示録 21 章 

13. 黙示録 22 章 

14. まとめ 

 

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

ヨハネの黙示録は必ずよく読んでから授業に臨むこと。 

講義で扱う歴史的な基礎知識に目を通しておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(45%)/課題(30%)/リアクションペーパーの内容(25%) 

全講義の３分の２以上出席しない場合は成績評価を行わない。 

 

テキスト（Textbooks） 

特に指定しない。適宜プリントを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

授業中に適宜指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FH108 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

美術の中のキリスト教 

(Christianity and Art) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
古代ローマにおけるキリスト教の思想と芸術 

担当者名 

（Instructor） 
山田 香里(YAMADA KAORI) 

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） 
CMP1100 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

2016 年度以降 1 年次入学者対象科目 

学びの精神科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

本講義では初期キリスト教美術の基本的なものの見方を習得し、キリスト教が西欧の古代末期から中世社会に与えた影響につ

いて美術作品を通じて理解することを目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

誕生期から 9 世紀ごろまでのキリスト教美術の作例（具体的には、カタコンベや聖堂の壁画、彫刻をはじめとする工芸品、など）

を取り上げる。芸術作品として鑑賞した上で、歴史的な背景、教会の思想、信徒の思想、礼拝儀式、社会との関係などとともに芸

術のあり方を学んでいくことにする。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーションと導入：講義内容の説明 

キリスト教の成立と発展：古代ローマに置けるキリスト教 

2. 誕生期のキリスト教美術 

3. 聖堂建築と装飾 

4. キリスト論争と芸術１ キリストをどのように描くか（石棺装飾） 

5. キリスト論争と芸術２ キリストをどのように描くか（カタコンベの壁画） 

6. キリスト論争と芸術３ キリストをどのように描くか（聖堂装飾） 

7. キリスト論争と芸術４ ４世紀後半のキリスト表現 

8. ニカイア公会議とキリスト表現 

9. 礼拝儀式と聖堂装飾 礼拝堂空間の構成 

10. 聖堂と典礼儀式１ 

11. 聖堂と典礼儀式２ 

12. 聖堂建築に関わった人々１（誰が聖堂建築に出資したのか） 

13. 聖堂建築に関わった人々２（聖堂建築内に見る出資者表現） 

14. まとめ 

 

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

古代から中世ヨーロッパ史の基本的な知識を高校世界史レベルでよいので身につけておいてもらいたい。また、聖書の基本的な

知識を要するため、履修を希望するものは、新約聖書のマルコによる福音書、使徒言行録、ヨハネの黙示録は必ず読んでほし

い。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(70%)/コメントペーパーの内容(30%) 

毎回１０分ほどコメントペーパーのための時間をとります。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 『聖書（新共同訳）』、日本聖書協会 

2. 荒井献（編）、1997、『新約聖書外典』（講談社学術文庫）、講談社 (ISBN:4061975978) 

3. 辻佐保子（編）、1997、『世界美術大全集７「西欧初期中世の美術」』、小学館 (ISBN:4096010073) 

4. 名取四郎他（編）、2002、『キリスト教辞典』、岩波書店 (ISBN:400080202X) 

この他、参考文献は授業中に適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

資料を配布する際には、Blackboard を利用する（授業中には配布しない）ので、プリントアウトして授業に持参してほしい。 
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注意事項（Notice） 
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■FH109 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

美術の中のキリスト教 

(Christianity and Art) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
古代ギリシアからヨーロッパ中世末期までの美術 

担当者名 

（Instructor） 
大野 松彦(OHNO MATSUHIKO) 

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） 
CMP1100 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

2016 年度以降 1 年次入学者対象科目 

学びの精神科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

ギリシア・ローマの古典古代美術がヨーロッパ中世においてどのように継承あるいは取捨され、変容し、イタリア=ルネサンスにお

ける本格的な再生にいたるのか――西洋美術史２０００年のドラマティックな展開について学ぶ。 

 

授業の内容（Course Contents） 

人類は文字を発明する遥か以前から芸術を持ち、芸術は祭祀、宗教と互恵的関係を結ぶなかで発達していった。キリスト教は、

芸術を巧みに信仰に役立てた宗教であるが、その美術は異教ギリシア・ローマの古典古代美術を受容することなしには発展しえ

なかった。そのため授業では古代から始め、その芸術的遺産が古代末期・初期キリスト教時代にどのように変容し、西洋中世に

継承されていったのか、またそのなかでヨーロッパ独自の芸術様式がどのように生成されていったのか、そしてルネサンス現象と

は何なのか、建築―彫刻―絵画を例に考察していく。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション：芸術と宗教、祭祀と形象 

2. ギリシア美術（1）：人間をいかに象るか 

3. ギリシア美術（2）：西洋芸術におけるクラシック（古典）様式 

4. ヘレニズム美術：ギリシア様式の地中海、オリエントへの拡散 

5. ローマ美術：ギリシア美術の継承と皇帝の記念碑的芸術 

6. 古代末期・初期キリスト教美術・ビザンティン美術：古代美術のキリスト教化 

7. 古代から中世へ：人間像、芸術観（イデア論）の変化、３次元から２次元的表現へ 

8. カロリング朝美術：古代文化の復興とそのヨーロッパ的変容、中世美術の開始 

9. 紀元千年頃の美術：反クラシックなヨーロッパ美術 

10. ロマネスク美術：反クラシックな美術から復活をとげるモニュメンタル彫刻 

11. ゴシック美術（1）：建築と彫刻の革新、最初の汎ヨーロッパ的芸術様式の形成 

12. ゴシック美術（2）：自然主義と理想主義 

13. 中世末期の美術：ゴシックとルネサンス 

14. 総括 

 

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

授業は、パワーポイントによるスライド映写と口述によって進める。受講者は、各自ノートを取り、作品と文脈を記憶し、復習に役

立てること。興味を抱いた作品については、参考文献にあたるなどして、好奇心に応じて理解を深めてほしい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(50%)/リアクションペーパー(20%)/小レポート(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

指定図書はなし。授業内容に応じて適宜プリントを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 青柳正規/佐々木英也/高階秀爾/辻佐保子 他編集委員、1992-1997、『世界美術大全集 西洋編』（3-14 巻）、小学館 

2. 小佐野重利/小池寿子/三浦篤 編集委員、2016-2017、『西洋美術の歴史』（1-5 巻）、中央公論新社 

3. 前川誠郎 監修、1978-1980、『ベルザー版 西洋美術全史』（2-8 巻）、グラフィック社 

4. A.マルロー/ G. サール/ A. パロ 監修/矢代幸雄/吉川逸治 他日本語版監修、1970-1976、『人類の美術』（5-20 巻）、新潮社 

5. H.W.ジャンソン/ A.F.ジャンソン著（木村重信/藤田治彦訳）、2001、『西洋美術の歴史』、創元社 

J. Snyder, Medieval Art : Painting-Sculpture-Architecture. 4th-14th century, New York 1989 

R. Toman (ed.), Romanesque Art. Architecture-Sculpture-Painting, h.f.ullmann 2015 

Id. (ed.), Gothic Art. Architecture-Sculpture-Painting, h.f.ullmann 2007 

Id. (ed.), The Art of the Italian Renaissance Art, h.f.ullmann 2015 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業においても芸術作品の置かれた歴史的、地理的状況を説明するが、受講者には高校世界史レヴェルのヨーロッパの歴史

的、地理的知識を履修の前提とする。 

 

注意事項（Notice） 
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■FH110 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

音楽の中のキリスト教 

(Christianity and Music) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
中世ヨーロッパ音楽の展開とキリスト教 

担当者名 

（Instructor） 
佐々木 勉(SASAKI TSUTOMU) 

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） 
CMP1100 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

2016 年度以降 1 年次入学者対象科目 

学びの精神科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

ヨーロッパ中世の音楽の展開を知ることを通じて、ヨーロッパ音楽とキリスト教の関わりや、ヨーロッパ音楽の展開にキリスト教が

果たした役割を理解することを目標とします。 

 

授業の内容（Course Contents） 

西洋音楽史における中世（600〜1450 年頃）には、ヨーロッパ文化の一部としての音楽がキリスト教（ローマ・カトリック教会）の祈

りとの関わりから成立し、発展しました。その過程や背景について、実際に残る音楽を聴き、分析することを通じて、キリスト教が

ヨーロッパ音楽の展開に果たした役割について考えます。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 西洋音楽史の基礎知識：時代区分と音楽様式の変遷 

2. グレゴリオ聖歌の音楽的特徴 

3. グレゴリオ聖歌の成立と背景 

4. カトリック教会のミサの典礼とその聖歌 

5. カトリック教会の聖務日課の典礼とその聖歌 

6. カトリック教会の死者のための典礼とその聖歌 

7. 楽譜の誕生 

8. 中世の音楽教育と音楽理論 

9. 多声音楽の誕生：オルガヌム 

10. 多声音楽の展開その１：サン・マルシャル楽派（12 世紀前半）のオルガヌム 

11. 多声音楽の展開その２：ノートル・ダム楽派（12 世紀後半〜13 世紀前半）のオルガヌム 

12. 多声音楽の展開その 3：ノートル・ダム楽派の記譜法 

13. 多声音楽の展開その 4：オルガヌムからモテトゥスへ 

14. まとめ：中世ヨーロッパ音楽の展開とキリスト教 

 

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

参考文献を精読し、YouTube や図書館などを利用してできるだけ多くの音楽を聴くこと。その他、必要に応じて Blackboardを通じ

て指示する。なお、古代末期から 16 世紀にかけての歴史の基本的な知識を高校世界史レベルでよいので、事前に身につけてお

いてもらいたい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(60%)/レポート１(10%)/レポート 2(10%)/レポート 3(10%)/レポート 4(10%) 

授業期間中に 4 回提出するレポート（40％、提出方法など、詳細については初回授業時に説明）、筆記試験（60％、論述式）。な

お、欠席回数が 4 回を超えた場合は D 評価とします。遅刻・早退は３回で欠席１回とみなします。また、欠席は 1 回につき素点か

ら 5％を減点。<br>２０１８年４月２４日更新（誤記訂正）【変更前】授業期間中に 4 回提出するレポート（40％、提出方法など、詳細

については初回授業時に説明）、最終テスト（60％、論述式）。なお、欠席回数が 4 回を超えた場合は D 評価とします。遅刻・早退

は３回で欠席１回とみなします。また、欠席は 1 回につき素点から 5％を減点。 

 

テキスト（Textbooks） 

プリントを配布します。 

 

参考文献（Readings） 

1. 金澤正剛、2015、『中世音楽の精神史』、河出文庫 (ISBN:978-4-309-41352-5) 

2. 金澤正剛、2007、『キリスト教と音楽』、音楽之友社 (ISBN:978-4-276-11058-8) 

3. J.ハーパー、2010、『中世キリスト教の典礼と音楽』、教文館 (ISBN:978-4-7642-7313-9) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

時間厳守、私語厳禁。質問など積極的発言を歓迎。初回授業には必ず出席のこと。 
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注意事項（Notice） 
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■FH111 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

文学を生み出すキリスト教 

(Christianity and Literature) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
キリスト教的価値観との出会い 

担当者名 

（Instructor） 
大須賀 沙織(OSUGA SAORI) 

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） 
CMP1100 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

2016 年度以降 1 年次入学者対象科目 

学びの精神科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

・キリスト教的な価値観やものの考え方に触れ、視野を広げること。 

・聖書とキリスト教に関する基礎知識を得、キリスト教的風土から生まれた文学・思想について理解を深めること。 

・さまざまなテーマに関して、自らの考えを探り、自らの視点で論じられるようになること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

さまざまな文学作品をとおして、キリスト教的な価値観、考え方を紹介していきます。同時に、作品の根底にある聖書とキリスト教

の基礎知識、背景についても解説していきます。受講者のみなさんは、毎回のテーマについて、自分はどう思うか、自己と向き合

い、考えることになるでしょう。異文化との接触においてどう対応していくか、その知的訓練の場として授業に臨んでもらえればと

思います。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 聖書とは？ キリスト教とは？ 

2. 『キリストにならいて』―世を蔑すること、地上的価値観の転換 

3. スウェーデンボルグ『天界と地獄』―天使とは、役立ち、死後の人間はどうなるか 

4. バルザック『セラフィタ』―天使と人間、万物照応 

5. バルザック『現代史の裏面』―“愛徳によってパリの傷口に包帯を巻く” 

6. ユゴー『ノートルダム・ド・パリ』―奇形の人間に向けるまなざし、ユゴーの死刑廃止論 

7. 映画鑑賞『ノートルダム・ド・パリ』 

8. ユゴー『レ・ミゼラブル』―ジャン・ヴァルジャンとミリエル司教、銀の食器、光と闇の闘い  

9. 映画鑑賞『レ・ミゼラブル』 

10. トルストイ『光あるうち光の中を歩め』―原始キリスト教の理想的共同体 

11. ドストエフスキー『カラマーゾフの兄弟』―ゾシマ長老最後の教え、自殺者のために祈ること 

12. 永井隆『この子を残して』―原爆の試練を乗り越えて、長崎のキリスト教文化 

13. 高橋たか子『霊的な出発』―心の“プスチニア”、存在の井戸、マルタとマリア 

14. 高橋たか子、『神の飛び火』、『水、そして炎』―神は火、神の熱愛、内なる祈り 

 

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

・興味をもった作品を実際に読んでみてください。 

・毎回異なる作品、テーマを扱っていきますので、配布資料を復習し、授業内容を吸収す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)(50%)/毎回のコメント＋小レポート(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

プリントを配布します。 

 

参考文献（Readings） 

1. 『新共同訳『聖書 旧約聖書続編つき』』、日本聖書協会 (ISBN:978-4820212027) 

2. トマス・ア・ケンピス、『キリストにならいて』、岩波文庫 (ISBN:978-4003380413) 

聖書はどの版でもかまいません。 

その他の参考文献は授業の中で紹介します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FH112 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

文学を生み出すキリスト教 

(Christianity and Literature) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
ファンタジーの中にみる宗教 

担当者名 

（Instructor） 
大澤 千恵子(OOSAWA CHIEKO) 

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） 
CMP1100 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

2016 年度以降 1 年次入学者対象科目 

学びの精神科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

文学の中のキリスト教的な表象に目を向けることで，作品のより深い読解を目指すとともにキリスト教に対する新たなアプローチ

を試みる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

近代に西欧に誕生した児童文学ファンタジーは、キリスト教文化圏であることからその影響は少なくない。敬虔なキリスト者である

作家も少なくないし，そうではない作家によってキリスト教的な主題が扱われることもある。本講義では文学と宗教の関係を広くと

らえ，現代でも親しまれている童話や児童文学の宗教的主題や文化的背景としてのキリスト教とその変容を読み解く。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 宗教的神話から文学的神話へ 『アラジンと魔法のランプ』 

3. 運命論から自助論へ １ 『眠れる森の美女』 

4.      〃       ２ 『シンデレラ』『赤ずきん』 

5. プロテスタンティズムの倫理 『白雪姫』 

6. キリスト教と魔女 『アナと雪の女王』 

7.     〃    ２ 『マレフィセント』 

8. アルカディアの創造  １ 『ピーター・パン』 

9.     〃      ２ 

10. イエスの死と復活 １『ナルニア国物語』 

11.    〃     ２ 

12.     〃    ３ 『ハリー・ポッターと死の秘宝』 

13. 宗教・子ども・ファンタジー 

14. まとめ 

 

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

事前に授業で扱う作品を読んでくるように指示することがある。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(50%)/出席および授業に取り組む姿勢(10%)/提出物(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特に指定しない。適宜プリントを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 大澤千恵子、2014、『見えない世界の物語』、講談社 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

欠席が授業回数の 3 割に達した場合は単位を認めない。 

授業中の私語，携帯電話・スマートフォン（机上に置かず、かばん等にしまうこと）の操作には厳しく対処する。 

 

注意事項（Notice） 
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■FH113 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

文学を生み出すキリスト教 

(Christianity and Literature) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
キリスト教を自分自身の問題として考えるために、そして文学作品を味わうために。 

担当者名 

（Instructor） 
大沢 啓徳(OSAWA HIRONORI) 

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） 
CMP1100 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

2016 年度以降 1 年次入学者対象科目 

学びの精神科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

文学あるいは文学的な作品をとおして、知識だけではなく、感覚的・情緒的にキリスト教的・宗教的な問題に触れる。文芸の楽し

み・味わいを知る。さまざまな見方を知ることによって、人間的な視野を広げる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

文学あるいは文学的な作品を読みながら、そこに含まれているキリスト教的な背景について説明していく。また文学において重要

なのは、登場人物に托された人間の微妙な心理であるから、その心理を汲み取ることに努めたい。そしてその人間の心理が、決

して私たち自身の心理と無関係ではないことを指摘していきたい。以下に挙げた書物だけではなく、適宜、講義に関連した文章を

読んでいく。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス――文学の意味 

2. ドストエフスキー 『百姓のマレイ』を読む 

3. 遠藤周作（１） 初期作品群を読む 

4. 遠藤周作（２） 『沈黙』を読む 

5. 遠藤周作（３） 同上 

6. 遠藤周作（４） 『深い河』を読む 

7. 芥川龍之介（１） 『奉教人の死』を読む 

8. 芥川龍之介（２） その他の芥川作品を読む 

9. 太宰治（１） 『駆け込み訴え』を読む 

10. 太宰治（２） 同上 

11. 三浦綾子 『塩狩峠』を読む 

12. 白樺派（１） 柳宗悦の宗教論を読む 

13. 白樺派（２） 福永武彦『風花』を読む 

14. 佐藤初女 『いのちをむすぶ』を読む 

 

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

書店に足を運ぶこと。いつでも鞄に文庫本をいれておくこと。お気に入りのブックカバーを用意すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(70%)/出席兼リアクションペーパーの内容(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 佐藤初女、2016 年、『いのちをむすぶ』、集英社 (ISBN:978-4-08-781602-0) 

2. 大沢啓徳、2018 年、『柳宗悦と民藝の哲学--〈美の思想家〉の軌跡』、ミネルヴァ書房 (ISBN:978-4-623-08147-9) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FH114 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

国際社会の中の宗教 

(Religions in Global Society) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
ユダヤ教が国際社会に与える影響を、彼らの「生き残り戦略」の観点から考察する 

担当者名 

（Instructor） 
嶋田 英晴(SHIMADA HIDEHARU) 

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） 
CMP1100 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

2016 年度以降 1 年次入学者対象科目 

学びの精神科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

古代から現代まで生き残ってきたユダヤを例に、国際社会を生き抜く知恵を模索する力を持てるように学習させる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

現在の世界人口のうち、半分以上が一神教（ユダヤ教、キリスト教、イスラーム）の信者である。 

国際社会において、一神教を基盤とした異文化に属する人々と今後益々接する機会が増加する我々日本人は、好むと好まざる

とに関わらずこうした宗教を信じる人々について理解する必要に迫られている。 

この授業では、一神教のうち最近まで一般の日本人が殆ど関わりを持つ機会が少なかったユダヤ、とりわけイスラーム圏のユダ

ヤについて、彼らに見る「生き残り戦略」から現代の国際社会を生き残るための知恵を模索する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 『聖書』の記述に基づく古代ユダヤ概観 

3. ディアスポラ（離散）のユダヤについて（前近代のヨーロッパ） 

4. ディアスポラ（離散）のユダヤについて（近代以降のヨーロッパ） 

5. ユダヤとイスラームについて（中世一） 

6. ユダヤとイスラームについて（中世二） 

7. ユダヤとイスラームについて（近代一） 

8. ユダヤとイスラームについて（近代二） 

9. ユダヤとイスラームについて（現代一） 

10. ユダヤとイスラームについて（現代二） 

11. 世界での業務と宗教（一） 

12. 世界での業務と宗教（二） 

13. まとめ 

14. まとめ 

 

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

テキストは必ず使用するので毎回必ず予習してもらう。また、授業時間外の学習に関する指示は、必要に応じて授業において別

途指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(100%) 

私語厳禁。毎回最後にリアクションペーパーを提出してもらう。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 嶋田英晴、2015、『ユダヤ教徒に見る生き残り戦略』、晃洋書房 (ISBN:978-4771026520) 

 

参考文献（Readings） 

1. 市川裕、2015、『図説 ユダヤ教の歴史』、河出書房新社 (ISBN:978-4309762302) 

2. 高橋和夫、2015、『イスラム国の野望』、幻冬舎 (ISBN:978-4344983700) 

3. 池内恵、2016、『サイクス＝ピコ協定 百年の呪縛』、新潮社 (ISBN:978-4106037863) 

4. 立山良治、2016、『ユダヤとアメリカ』、中公新書 (ISBN:978-4121023810) 

5. カレン・アームストロング、2017、『イスラームの歴史』、中公新書 (ISBN:978-4121024534) 

6. 米山伸郎、2017、『知立国家 イスラエル』、文春新書 (ISBN:978-4166611430) 

7. 高橋正男、2018、『物語 イスラエルの歴史ーアブラハムから中東戦争へ』、中公新書 (ISBN:978-4121019318) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■FH115 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

国際社会の中の宗教 

(Religions in Global Society) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
グローカルな視点からみた「宗教・公共・中立性」再考 

担当者名 

（Instructor） 
古澤 有峰(FURUSAWA YUMI) 

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） 
CMP1100 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

2016 年度以降 1 年次入学者対象科目 

学びの精神科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

グローカルな視点から、宗教の社会貢献や中立性、利他等について再考する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

国際社会の中の宗教をめぐる課題や問題点（宗教の社会貢献や公共における宗教的中立性など）について、具体例の検証など

を通じて学習・理解を深める。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入：「宗教」を取り巻く諸問題について、国際社会の中の宗教という観点から再考する 

2. 宗教・中立・公共性—講義理解のための“理論入門” 

3. 国際社会の中の宗教①災害支援は誰のためか（１）赤十字の思想と実践を例に 

4. 国際社会の中の宗教①災害支援は誰のためか（２）阪神大震災を例に 

5. 国際社会の中の宗教①災害支援は誰のためか（３）東日本大震災を例に 

6. 国際社会の中の宗教②あなたのからだは誰のものか（１）中絶論争を例に 

7. 国際社会の中の宗教②あなたのからだは誰のものか（２）臓器移植を例に 

8. 国際社会の中の宗教②あなたのからだは誰のものか（３）終末期医療を例に 

9. 国際社会の中の宗教③心と魂のケアは何のためか（１）心のケア、その課題と問題点 

10. 国際社会の中の宗教③心と魂のケアは何のためか（２）スピリチュアルケアの功罪① 

11. 国際社会の中の宗教③心と魂のケアは何のためか（３）スピリチュアルケアの功罪② 

12. 国際社会の中の宗教③心と魂のケアは何のためか（４）スピリチュアルケアの功罪③ 

13. 国際社会の中の宗教③心と魂のケアは何のためか（５）音楽と癒しを例に 

14. まとめ・授業総括 

 

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

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%)/出席およびリアクションペーパー(40%) 

遅刻や途中退席は原則認めない。80%以上の出席がない場合は成績評価の対象としない。 

 

テキスト（Textbooks） 

特に指定しない 

 

参考文献（Readings） 

必要に応じて提示する 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 735 - 

■FH116 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

国際社会の中の宗教 

(Religions in Global Society) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
グローバリゼーションと宗教 

担当者名 

（Instructor） 
藁科 智恵(WARASHINA CHIE) 

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） 
CMP1100 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

2016 年度以降 1 年次入学者対象科目 

学びの精神科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

宗教現象、またそれに関わる歴史的、現代的諸問題を、批判的に分析、思考するための基礎を身につけることにより、我々を取

り巻く世界を理解することを目的とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

この授業では、「グローバル化する国際社会における宗教」という主題を考える上で必要な基本的な事柄を学んでいく。まず、グ

ローバリゼーションとは何か、宗教とは何かという根本的な問いを考えることから始める。そして、政教分離という要件を含んだ近

代になって現れる宗教教育という現象に焦点を当て、この問題の歴史的変遷、地域的バリエーション等を検討していく。このよう

な知識を踏まえた上で、ドイツ、日本における状況を事例として、受講者とともに考えていく。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. グローバリゼーションとは何か 

3. 宗教とは何か 1 

4. 宗教とは何か 2 

5. 近代における宗教 1 

6. 近代における宗教 2 

7. 近代の「問題」としての宗教教育 1 

8. 近代の「問題」としての宗教教育 2 

9. ドイツを事例として 1 

10. ドイツを事例として 2 

11. ドイツを事例として 3 

12. 日本を事例として 1 

13. 日本を事例として 2 

14. まとめ 

 

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

授業時間外の予習、復習については、授業において指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(70%)/レポート(30%) 

毎回コメントシートを提出してもらう。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

参考文献は、授業において指示する。 

 

注意事項（Notice） 
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■FH117 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

現代社会の中の宗教１ 

(Religions in Contemporary Society 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
「わたし」「我々／われわれ」「いのち」を考える 

担当者名 

（Instructor） 
鳥居 雅志(TORII MASASHI) 

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） 
CMP1100 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

2016 年度以降 1 年次入学者対象科目 

学びの精神科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

現代社会において見られる倫理／生命倫理的問題について、問題の確認やそれに対する批判・検討を行いながら、それがどこ

から語られているのか、それを語る自分自身はどのようにあるのか、ということに向き合う視点を持つための足掛かりをつくる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

倫理／生命倫理において問われる問題、特に「わたし」「われわれ」「いのち」といった問題は、それを語る自分自身が問われてく

る問題でもある。本授業では、先ず、そういった問題について、幾つかの倫理／生命倫理的テーマを扱うことによって確認・検討

を行う。その上で、そこで確認・検討した問題に対して、幾人かの哲学者・思想家の見解を確認・検討・参照し、その者たちが語ろ

うとしているところ―それは〈宗教の源泉〉を感じさせるものであったりする―からどのように向き合っていけるのか、そして「わた

し」「われわれ」「いのち」はどのようなあり様をしているのかといったことを考究していく。 

なお、理解を深めるために、映像資料を用いたり、グループに分かれてディスカッションをしてもらい、その後に発表をしてもらうこ

とも考えている。また、授業時にコメントペーパーを書いてもらうが、そのコメントペーパーは匿名化した上で皆で共有し、より多く

の意見を知ることによって見識を広めてもらうつもりである。コメントペーパーに書いてもらった質問や議論への応答もしていきた

い。 

なお、授業の進め方については、社会状況や受講者の関心などに応じて適宜調整する予定である。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入：我々と倫理と「宗教」 

2. 「宗教」と倫理観 

3. 現代と「宗教」 

4. 倫理／生命倫理への導入・基礎 1 

5. 倫理／生命倫理への導入・基礎 2 

6. 倫理／生命倫理への導入・基礎 3 

7. 倫理／生命倫理における諸問題 1 

8. 倫理／生命倫理における諸問題 2 

9. 倫理／生命倫理における諸問題 3 

10. 倫理／生命倫理における諸問題 4 

11. 哲学者・思想家の見解 1 

12. 哲学者・思想家の見解 2 

13. 哲学者・思想家の見解 3 

14. まとめ 

 

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

共有化したコメントは必ず読んでおいて欲しい。また、授業時に紹介する参考文献のうち、興味のあるものを数冊読んでみて、自

分なりの見解を深めてもらいたい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(50%)/出席兼コメントペーパーの内容と授業への参加姿勢(50%) 

2/3 以上の出席がない場合は成績評価の対象としない。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

授業時に適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■FH118 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

現代社会の中の宗教１ 

(Religions in Contemporary Society 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
天皇制と日本の宗教 

担当者名 

（Instructor） 
柳堀 素雅子(YANAGIBORI SUGAKO) 

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） 
CMP1100 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

2016 年度以降 1 年次入学者対象科目 

学びの精神科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

天皇制の問題を、明治維新以降の日本の宗教界と政治体制の問題と関連させて分析していく。 

講義のあと必ずグループ討論を行ない、各自の見解を理論化して表現できるようにすることを目的とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

明治維新以降の日本の「天皇制」の問題を、宗教界と政治との関係に焦点を当てながら分析していく。日本の宗教は複雑なの

で、講義の中である程度の説明をするが、自分でも調べる努力をしてほしい。日本の宗教が「天皇制」と衝突する事例、事件、歴

史的な重大事項を、さまざまな視点から分析していく。大日本帝国憲法のもとでの政治体制の時代（戦前）と、日本国憲法のもと

での政治体制の時代（戦後）の両方の時代を取り扱う予定である。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 天皇制の歴史（講義） 

2. 天皇制についての研究の歴史（講義） 

3. 明治初期における初代の日本のクリスチャンと天皇制の問題（講義） 

 内村鑑三、新渡戸稲造、新島襄など           

4. 日本の神学者の天皇制研究（講義） 

5. 日本の宗教学者の天皇制研究（講義） 

6. 天皇制と日本の宗教についてのグループ討論（グループ討論） 

7. グループ討論の結果を報告して、全体討論を行なう。（全体討論） 

8. 大日本帝国憲法と教育勅語と戦前の日本のキリスト教（講義） 

9. 戦時期の日本のクリスチャンと天皇制の問題（講義） 

10. 日本国憲法と教育基本法と戦後初期の日本のクリスチャンたち（講義） 

 南原繁、田中耕太郎、天野貞祐など 

11. 日本のキリスト教と天皇制についてのグループ討論（グループ討論） 

12. グループ討論の結果を報告して、全体討論を行なう。（全体討論） 

13. 皇室とキリスト教の関係（講義） 

14. 天皇制についての今後のゆくえ（講義） 

 

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

グループ討論、全体討論を必ず行ないます。天皇制の問題だけでなく、日本の宗教、日本のキリスト教との関係を見ていくので、

自分でもさまざまな方法を駆使して調べておくこと。立教大学は、日本聖公会という日本のキリスト教団体が設立母体であるの

で、図書館等にはキリスト教関係の文献が豊富にあるはずなので、有効活用してください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(43%)/レポート課題(40%)/グループ討論の内容(17%) 

８０パーセント以上の出席をしていない場合は、成績評価の対象としない。 

 

テキスト（Textbooks） 

使用しない 

 

参考文献（Readings） 

1. 土肥昭夫、2012 年、『キリスト教会と天皇制』、新教出版社 (ISBN:ISBN978-4-400-21319-2) 

2. 塚田理、1990 年、『象徴天皇制とキリスト教』、新教出版社 (ISBN:ISBN4-400-54232-7) 

3. ケネス・ルオフ、2009 年、『国民の天皇』、岩波書店 (ISBN:ISBN978-4-00-600214-5) 

4. 村上重良、1970 年、『国家神道』、岩波書店 (ISBN:ISBN4-00-412155-8) 

5. 片山杜秀、島薗進、2017 年、『近代天皇論』、集英社 (ISBN:ISBN978-4-08-720865-8) 

6. 安丸良夫、1979 年、『神々の明治維新』、岩波書店 (ISBN:ISBN4-00-420103-9) 

7. 小池健治、西川重則、村上重良編、1978 年、『宗教弾圧を語る』、岩波書店 



 - 739 - 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

グループ討論と全体討論は必ず行ないます。筆記試験は必ず受けないと単位は取れません。 

グループ討論の経過や結果は、その都度報告してもらいます。筆記試験とは別に、個々人で指定された本などを読んで自分の

見解を書いてもらうレポート課題が何本かあります。 

 

注意事項（Notice） 
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■FH119 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

現代社会の中の宗教１ 

(Religions in Contemporary Society 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
ポピュラーカルチャーと宗教 

担当者名 

（Instructor） 
今井 信治(IMAI NOBUHARU) 

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） 
CMP1100 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

2016 年度以降 1 年次入学者対象科目 

学びの精神科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 現代社会は、都市社会・消費社会・情報社会などと表現されるように、多角的な視座からの検討を要する表象空間となってい

る。そこで本講義では、現代社会を表象する種々の概念を中心として、ポピュラーカルチャーと宗教の関係を検討していく視角を

培うことを目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

 我々が現代日本を生きるにあたり、とかく宗教との関わりは周縁部に追いやられがちである。それでは、その周縁部において宗

教はどのように息づいているのであろうか。 

 本講義では、いわゆる伝統宗教や組織宗教についての話題は取り扱わない。ポピュラーカルチャーの領域において、古来より

豊穣な意味世界を提供してきた宗教がどのように表象されているのかを、観光や消費、メディアとの関わりを主として検討してい

く。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 近代化・消費・疑似環境 

3. 宗教とツーリズム 

4. アニメと聖地巡礼：ファンの交流による興隆 

5. アニメと聖地巡礼：まなざしと拡張現実 

6. 都市社会とは何か：都市の形成と島宇宙化 

7. 秋葉原電気街という「聖地」の形成 

8. 秋葉原電気街という「聖地」の発展 

9. 現代的祝祭としての同人誌展示即売会 

10. 記号消費・物語消費・データベース消費 

11. ゲーミフィケーションと消費される宗教 

12. 近代オカルティズム文化の歴史的変遷 

13. 現代スピリチュアル文化の拡散的浸透 

14. メディアと呪術：魔法少女表象の変遷史 

 

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

特に予習は必要としないが、講義内で理解が不十分な箇所についての復習と発展的な学習態度が望まれる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(50%)/リアクションペーパー兼出席票の提出(50%) 

筆記試験（50%）と講義内で配布するリアクションペーパー兼出席票（50%）を合算して評価する。 

 

テキスト（Textbooks） 

教科書は指定せず、参考文献は講義中に適宜指示する。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FH120 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

現代社会の中の宗教２ 

(Religions in Contemporary Society 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
キリスト教と科学 

担当者名 

（Instructor） 
西原 廉太(NISHIHARA RENTA) 

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） 
CMP1100 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

2016 年度以降 1 年次入学者対象科目 

学びの精神科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

キリスト教と近代科学の関係についての理解を深める 

 

授業の内容（Course Contents） 

キリスト教（宗教）と科学は、水と油の関係であると一般的には考えられている。しかしながら、歴史が教えるところは、実は、近代

科学の重要な胎はキリスト教であったという事実である。本講義では、コペルニクス、ケプラー、ガリレオ、ニュートン、ダーウィン

などの近代科学の礎を取り上げつつ、それらのキリスト教との関連性について論じる。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 「学問」の源流を考える－Why と Howー 

3. コペルニクスの『天体の回転について』とキリスト教① 

4. コペルニクスの『天体の回転について』とキリスト教② 

5. ガリレオの『天文対話』とキリスト教神学① 

6. ガリレオの『天文対話』とキリスト教神学② 

7. ガリレオの『天文対話』とキリスト教神学③ 

8. ニュートンの『プリンキピア』と理神論神学① 

9. ニュートンの『プリンキピア』と理神論神学② 

10. ニュートンの『プリンキピア』と理神論神学③ 

11. ダーウィンの『種の起源』と創造論① 

12. ダーウィンの『種の起源』と創造論② 

13. 現代宇宙論とキリスト教理解 

14. まとめ 

 

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

近代科学の歴史について概観しておいてください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(50%)/出席・リアクションペーパー・コメント(50%) 

評価は、出席・リアクションペーパーコメント・筆記試験により行います。 

 

テキスト（Textbooks） 

テキストは特に指定しません。 

 

参考文献（Readings） 

授業時に必要に応じて紹介します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FH121 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

現代社会の中の宗教２ 

(Religions in Contemporary Society 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
宗教の問題を現代を生きる自分自身の問題として考えるために 

担当者名 

（Instructor） 
大沢 啓徳(OSAWA HIRONORI) 

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） 
CMP1100 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

2016 年度以降 1 年次入学者対象科目 

学びの精神科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

すべての宗教に通底する「宗教性」という観点から、現代社会の諸傾向を考察し、その社会の中で生きていく、あるいはその中で

生きざるをえない、私たちの在り方について反省する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

特定の宗教の是非を論じることや、個々の時事問題を扱うことはしない。すべての（真正な）宗教に通底している「宗教性」、ある

いは「いのち」に対す感覚に注目しながら、現代社会の全体的な傾向・時代精神と関連づけて、いくつかの文学作品・哲学思想を

読み解いていく。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス――宗教性とは何か 

2. アレクシエービッチ『チェルノブイリの祈り』を読む 

3. 石牟礼道子『苦界浄土』を読む（１） 

4. 石牟礼道子『苦界浄土』を読む（２） 

5. パスカル『パンセ』を読む 

6. ベルクソンについて（抽象化に対する具体性の問題） 

7. ベルクソン『道徳と宗教の二源泉』を読む 

8. ヤスパースについて（限界状況、実存的交わりについて） 

9. ニーチェについて（ニヒリズム、神の死、超人について） 

10. フランクル『夜と霧』を読む 

11. 『論語』を読む（１） 孔子における宗教性の実践の試みについて 

12. 『論語』を読む（２） 孔子と対極的な隠者的な在り方について 

13. 日常のなかの宗教性（１） 柳宗悦「どうしたら美しさがわかるか」を読む 

14. 日常のなかの宗教性（２） 佐藤初女の祈り--「共に食し、共に在ること」について 

 

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

書店に足を運ぶこと。いつでも鞄に文庫本をいれておくこと。お気に入りのブックカバーを用意すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(70%)/出席兼リアクションペーパーの内容(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 佐藤初女、2013、『いのちの森の台所』、集英社文庫 (ISBN:978-4087450729) 

2. 柳宗悦、2017、『柳宗悦』、良品計画 (ISBN:978-4-909098-00-9) 

3. 大沢啓徳、2018、『柳宗悦と民藝の哲学--〈美の思想家〉の軌跡』、ミネルヴァ書房 (ISBN:978-4-623-08147-9) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FH122 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

現代社会の中の宗教２ 

(Religions in Contemporary Society 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
キリスト教と科学 

担当者名 

（Instructor） 
西原 廉太(NISHIHARA RENTA) 

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） 
CMP1100 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

2016 年度以降 1 年次入学者対象科目 

学びの精神科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

キリスト教と近代科学の関係についての理解を深める 

 

授業の内容（Course Contents） 

キリスト教（宗教）と科学は、水と油の関係であると一般的には考えられている。しかしながら、歴史が教えるところは、実は、近代

科学の重要な胎はキリスト教であったという事実である。本講義では、コペルニクス、ケプラー、ガリレオ、ニュートン、ダーウィン

などの近代科学の礎を取り上げつつ、それらのキリスト教との関連性について論じる。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 「学問」の源流を考える－Why と Howー 

3. コペルニクスの『天体の回転について』とキリスト教① 

4. コペルニクスの『天体の回転について』とキリスト教② 

5. ガリレオの『天文対話』とキリスト教神学① 

6. ガリレオの『天文対話』とキリスト教神学② 

7. ガリレオの『天文対話』とキリスト教神学③ 

8. ニュートンの『プリンキピア』と理神論神学① 

9. ニュートンの『プリンキピア』と理神論神学② 

10. ニュートンの『プリンキピア』と理神論神学③ 

11. ダーウィンの『種の起源』と創造論① 

12. ダーウィンの『種の起源』と創造論② 

13. 現代宇宙論とキリスト教理解 

14. まとめ 

 

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

近代科学の歴史について概観しておいてください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(50%)/出席・リアクションペーパー・コメント(50%) 

評価は、出席・リアクションペーパーコメント・筆記試験により行います。 

 

テキスト（Textbooks） 

テキストは特に指定しません。 

 

参考文献（Readings） 

授業時に必要に応じて紹介します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FH123 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

人文学からの学び（文学） 

(Humanities(Literature)) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
カズオ・イシグロと日本映画 

担当者名 

（Instructor） 
佐藤 元状(SATO MOTONORI) 

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） 
CMP1100 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

2016 年度以降 1 年次入学者対象科目 

学びの精神科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

文学作品や映画作品の読解を通じて、人文学の面白さを体験するとともに、その基本的な方法論を学習する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

昨年ノーベル文学賞を受賞した日系作家カズオ・イシグロの初期の日本を舞台とした作品を読み進めるとともに、イシグロが参照

した第二次世界大戦後の日本映画についても議論する。イシグロが戦後の日本映画からどのようなインスピレーションを受けて、

自己の小説世界を構築して行ったのか、について考察する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション。小津安次郎「晩春」（１） 

2. 小津安次郎「晩春」（２） 

3. カズオ・イシグロ「遠い山なみの光」（１） 

4. カズオ・イシグロ「遠い山なみの光」（２） 

5. カズオ・イシグロ「遠い山なみの光」（３） 

6. カズオ・イシグロ「遠い山なみの光」（４） 

7. カズオ・イシグロ「遠い山なみの光」（５） 

8. 小津安次郎「東京物語」（１） 

9. 小津安次郎「東京物語」（２） 

10. カズオ・イシグロ「浮世の画家」（１） 

11. カズオ・イシグロ「浮世の画家」（２） 

12. カズオ・イシグロ「浮世の画家」（３） 

13. カズオ・イシグロ「浮世の画家」（４） 

14. カズオ・イシグロ「浮世の画家」（５） 

 

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

映画は授業内で一緒に鑑賞するが、小説は毎週必ず指定範囲を授業までに読んでくること。また復習も適宜行い、小説のあらす

じを正確に把握すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(50%)/コメントペーパーの内容(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. カズオ・イシグロ、２００１年、『遠い山なみの光』、ハヤカワ文庫 (4-15-120010-X C0197) 

2. カズオ・イシグロ、２００６年、『浮世の画家』、ハヤカワ文庫 (4-15-120039-8 C0197) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FH124 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

人文学からの学び（文学） 

(Humanities(Literature)) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
フランス 17 世紀悲劇とギリシャ神話 

担当者名 

（Instructor） 
畠山 香奈(HATAKEYAMA KANA) 

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） 
CMP1100 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

2016 年度以降 1 年次入学者対象科目 

学びの精神科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

1. ギリシャ神話に親しむ。 

2. 17 世紀フランス悲劇について、歴史的・文学的な知識を獲得する。 

3. 理解した内容を論理的な文章で表現できる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

ギリシャ神話から題材を得たフランス 17 世紀の悲劇作品について概説する。ギリシャ神話についての知識を深めながら、17 世

紀フランスの悲劇の特徴についても考察していきたい。また、時間が許す範囲で、授業で取り扱う内容に関連する諸芸術の作品

を紹介する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション：悲劇について 

2. トロイア戦争①：神話についての解説 

3. トロイア戦争②：神話についての解説 

4. トロイア戦争③：ラシーヌ、『イフィジェニー』 

5. トロイア戦争④：ラシーヌ、『アンドロマック』 

6. メディアとイアソン①：神話についての解説 

7. メディアとイアソン②：コルネイユ、『メデ』 

8. ヘラクレス①：神話についての解説 

9. ヘラクレス②：ロトルー、『死にゆくエルキュール』 

10. オイディプス①：神話についての解説 

11. オイディプス②：コルネイユ、『エディップ』 

12. オイディプス③：ロトルー、『アンティゴーヌ』 

13. オイディプス④：ラシーヌ、『ラ・テバイッド』 

14. まとめと評価 

 

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

事前に資料が配布された場合は読んでおくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(70%)/コメントペーパー(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

プリントを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 串田孫一、1990、『ギリシア神話』、筑摩書房 (ISBN:978-4480023735) 

2. 西村賀子、2005、『ギリシア神話 神々と英雄に出会う』、中央公論新社 (ISBN:978-4121017987) 

3. オディール・デュスッド、伊藤洋、2011、『フランス 17 世紀演劇事典』、中央公論新社 (ISBN:978-4120042201) 

その他の参考文献については、授業内で適宜指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FH125 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

人文学からの学び（文学） 

(Humanities(Literature)) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
人文学（ドイツ文学からの）の技を伝授する 

担当者名 

（Instructor） 
井出 万秀(IDE MANSHU) 

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） 
CMP1100 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

2016 年度以降 1 年次入学者対象科目 

学びの精神科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

ドイツの文学を手掛かりとして、大学において学ぶことの意味を、理論と実践に即して理解する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

人文系の学問を学ぶための基本的な心構えを確認し、そのうえで様々な具体的なスキルを知り、身につける。そのために各担当

者がオムニバス式で講義をする。各担当者の 2 回目の講義終了後にはリアクションペーパーを提出してもらう。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 心身の構え（前田良三）   

2. 知の編集・ノートの取り方（前田良三）   

3. 情報との付き合い方（前田良三）   

4. 書物の世界（坂本貴志）   

5. 本屋・図書館（坂本貴志） 

6. メディアと人文学（坂本貴志）   

7. 中間テスト （１） 

8. 人文学と歴史（井出万秀） 

9. 人文学的美（井出万秀） 

10. 人文学的「型」の形成（井出万秀）  

11. 人文学と社会（副島博彦） 

12. 人文学のフィールドワーク（副島博彦）   

13. フィールドワークの実践（副島博彦）    

14. 中間テスト（２） 

 

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

本を読んだり、実際に様々な文化装置（書店、図書館、映画館、美術館、劇場など）に足を運ぶ。   

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(45%)/授業態度(15%)/リアクションペーパー(20%)/理解度の確認(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FH126 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

人文学からの学び（文学） 

(Humanities(Literature)) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
文学から戦後日本を読む 

担当者名 

（Instructor） 
山田 夏樹(YAMADA NATSUKI) 

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） 
CMP1100 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

2016 年度以降 1 年次入学者対象科目 

学びの精神科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 日本の近現代文学の比較的短めの作品を読解し、描写や形式の意味を学び、またそれが描かれた時代の価値観などについ

て考察していく。ただし、特定の作品や近現代文学だけに関心、視点を限定してしまうのではなく、最終的には、そうしたものを通

して、常に社会の様々な事象に対して疑問を持ち、自ら問いを立てていく姿勢自体を身に付けること自体を目標とする。 

 そして、授業の最後ではリアクションペーパーを提出するため、授業内容を学んだ上で、自身の考えを毎回根拠をもって述べら

れるようになることも目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

 毎回特定の短編小説を扱い、その読解をしていく。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス（授業の進め方・評価の方法など） 

2. 太宰治『トカトントン』（1947 年） 

3. 村上春樹『沈黙』（1991 年）➀ 

4. 村上春樹『沈黙』（1991 年）② 

5. 村上春樹『沈黙』（1991 年）③ 

6. 大江健三郎『人間の羊』（1958年）➀ 

7. 大江健三郎『人間の羊』（1958年）② 

8. 田中康夫『なんとなく、クリスタル』（1980 年）➀ 

9. 田中康夫『なんとなく、クリスタル』（1980 年）② 

10. 俵万智『サラダ記念日』（1987 年） 

11. よしもとばなな『キッチン』（1987年）➀ 

12. よしもとばなな『キッチン』（1987年）② 

13. 吉野弘『夕焼け』（1958 年） 

14. まとめ 

 

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

 授業内で取り上げる作品を、毎回、必ず事前に読み、自分なりの解釈を持って、授業に臨むこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(70%)/授業態度(15%)/リアクションペーパー(15%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 田中康夫、2013 年、『なんとなく、クリスタル』、河出書房新社 (ISBN:4309412599) 

 田中康夫『なんとなく、クリスタル』以外は、授業の中で、適宜、必要箇所を印刷して配布する。授業で扱う回までに、必ず読んで

くること。 

 また、太宰治『トカトントン』は、著作権の切れた作品を無料で公開しているインターネットサイト「青空文庫」でも読むことができ

る。 

 

参考文献（Readings） 

他は授業の中で適宜指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FH127 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

人文学からの学び（思想・教育） 

(Humanities(Philosophy,Pedagogy)) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
学びの精神 −− 「人間的なもの」について哲学的に考える 

担当者名 

（Instructor） 
佐藤 香織(SATO KAORI) 

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） 
CMP1100 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

2016 年度以降 1 年次入学者対象科目 

学びの精神科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

日常的な問いから出発して、思考する方法を学び、緻密な議論を練り上げ文章にする力を身につけることを目指す。 

 

授業の内容（Course Contents） 

 「人間的である」という言葉はとても曖昧である。事物や動物や植物と区別されて生物学的に「人間」であり、人間としての生理

的機能を有しているということと、「人間的である」ということとは異なる。「あの人は非人間的だ」というように、人間を指して「非人

間的である」という言葉の使い方も日常においてなされるし、戦争や飢饉の惨状を指して「非人間的な状況」という言い方もなされ

る。では、「人間的なもの」とは何なのか。本授業では、こうしたことを問いながら、何かを論じるための問いのたてかた、そしてそ

の問いに含まれる概念の画定、概念の広がり、概念と具体的な事柄との結びつき、多角的な物の見方の獲得といったことを学ん

でいく。 

 この授業を通して、日常生活から出発しつつも常に新たな視点を獲得し、忍耐強く問いと向き合っていく力をつけることができる

だろう。授業では毎回プリントを配布し、議論をしながら、問うこと、思考することとは実際には何をすることなのかを考え実践して

いく。哲学に関する予備知識は特に必要としない。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入：「人間」と「人間的なもの」  

2. 問いをたてる：「人間的なもの」が問題となる状況 

3. 日常を起点とする：世界の片隅で生きること 

4. 論点を定める（１）：身体によって生きること 

5. 論点を定める（２）：語ることと「人間的なもの」 

6. 論点を定める（３）：感情と「人間的なもの」 

7. 非日常性と「人間的なもの」 

8. まとめ：中間レポート提出 

9. 「人間的なもの」が問題となる哲学的文脈 

10. 論点を深める（１）：人間の「非人間性」とは何か 

11. 論点を深める（２）：悪と「人間的なもの」 

12. 論点を深める（３）：善と「人間的なもの」 

13. 意志し、行為すること 

14. まとめ 

 

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

毎回の配布プリントを熟読し、プリントの最後に記された問いについて考えてくること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(60%)/中間レポート(20%)/コメントペーパーの内容(20%) 

試験は論述形式である。 

 

テキスト（Textbooks） 

毎回プリントを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

授業中に指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FH128 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

人文学からの学び（思想・教育） 

(Humanities(Philosophy,Pedagogy)) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
「答えのない問い」への態度 

担当者名 

（Instructor） 
宮原 優(MIYAHARA YUH) 

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） 
CMP1100 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

2016 年度以降 1 年次入学者対象科目 

学びの精神科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

この哲学を中心とした思想史の基本的知識を学ぶ。さらに、自らの意見や疑問点、反対意見を言語化し、論理的に議論する力を

身に着けることを目的とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

この授業では、哲学対話の手法を取り入れ、身近な問題から抽象的問題まで幅広く扱う。まずは教員が、思想史および哲学の論

点やアプローチ方法について講義する。それをもとにそれぞれの学生が疑問点や不明点などを言語化して対話し、考察を進めて

いく。言語化や対話は教員がサポートする。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業内容の説明「学びと勉強の違いとは？」 

2. 「学びと勉強の違いとは？」まとめ 

3. 「欲望について」プラトン、ヘーゲル、R.ジラール 

4. 「欲望について」の哲学対話 

5. 「欲望について」まとめ 

6. 「恋愛の物語」から考える「他者問題」オウィディウス、メルロ＝ポンティ、レヴィナス 

7. 「他者問題」についての哲学対話 

8. 「自由を実感した具体例」を挙げ、ソクラティックメソッドによる哲学対話 

9. 「自由について」のまとめ サルトル、メルロ＝ポンティ、ドストエフスキー 

10. アイヒマンの在り方から考えるナチスの残した課題 

11. アイヒマンおよびナチスについての哲学対話 

12. アイヒマンおよびナチスについてのまとめ カント、 アーレント 

13. 学生による問題提起と議論 

14. まとめ 

 

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

各回の授業内容について自らの疑問点や考察を言語化できるようにしてくること。そのほか、資料が多い場合は読解を宿題とす

る場合がある。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(50%)/議論への意欲および参加(30%)/リアクションペーパーの内容(20%) 

4 分の 3 以上の出席がない場合は成績評価の対象としない。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

教員が各回資料を準備し、配布する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

テーマごとに議論の時間を設ける。このため、積極的な授業態度が望まれる。またしょうがい等によって議論が困難な学生である

場合、成績評価はリアクションペーパー重視に変更するなど学生に応じた措置をとることが可能である。 

 また毎回、学生数名のリアクションペーパーをレジュメに掲載し、フィードバックを行う。 

 

注意事項（Notice） 
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■FH129 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

人文学からの学び（史学） 

(Humanities(History)) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
身近な都市空間を学ぶ 

担当者名 

（Instructor） 
中台 由佳里(NAKADAI YUKARI) 

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） 
CMP1100 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

2016 年度以降 1 年次入学者対象科目 

学びの精神科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

都市の持つ多様な機能について、資料を利用し分析する方法を学ぶ。地域における都市機能の長所や短所を理解し考察できる

ようになる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

都市空間の機能や課題について人文社会的視点で学ぶ。大学周辺の選出された地域について、テーマを設定した地域ごとにチ

ームを作る。チームごとにテーマを個人単位で分担して調べ、口頭発表を行う。毎週のテーマに基づきグループの代表が発表を

行い、参加者は発表内容を比較してコメントを加える。選出される地域の数は、履修者数により決定される。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業構成と小グループによる口頭発表についての確認 

2. 都市空間の構造１ 

3. 都市空間の構造 2 

4. 都市の機能１－グループ発表 

5. 都市の機能 2－グループ発表 

6. 都市の機能 3－グループ発表 

7. 都市の機能 4－グループ発表 

8. 都市の機能 5－グループ発表 

9. 都市の機能 6－グループ発表 

10. 都市の機能 7－グループ発表 

11. 都市の機能 8－グループ発表 

12. 都市の機能 9－グループ発表 

13. 都市の機能 10－グループ発表 

14. これからの都市空間 

 

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

1） 小グループによる口頭発表の準備は、各グループで分担をして準備を行う。レジュメを作成し、パワーポイントでの発表を行

う。 

2） 授業内で出される課題に積極的に取り組む。 

3） 発表者はレジュメを Blackboard に掲示し、参加者は発表者のレジュメを Blackboardから持参する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(50%)/口頭発表(20%)/コメントカード兼出席票(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 薬袋奈津子・室田昌子・加藤仁美著、2016、『生活の視点でとく都市計画』、彰国社 

2. 竹中克行編著、2015、『人文地理学への招待』、ミネルヴァ書房 

3. 西村幸夫・野澤康編著、2010、『まちの見方・調べ方』、朝倉書店 

4. 大貝彰・宮田譲・青木伸一編著、2013、『都市・地域・環境概論』、朝倉書店 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FH130 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

人文学からの学び（史学） 

(Humanities(History)) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
戦争の日本中世史 

担当者名 

（Instructor） 
藤井 崇(FUJII 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） 
CMP1100 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

2016 年度以降 1 年次入学者対象科目 

学びの精神科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

日本中世史上の著名な戦争と戦争にいたる政治史の歴史学的な検討を通じて、歴史を正確に把握するための方法論を身につ

けることを目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

吉川弘文館から出版されている「戦争の日本史」シリーズの内、中世部分の 12 冊を毎回 1 冊ずつ紹介する。特に、各書で示さ

れている新説と先行研究の違いの説明や、使用されている主要な古文書の解説などに力点を置く。また、毎授業の冒頭で、レス

ポンスペパーに記された質問や意見のうちのいくつかに回答・解説を行うことを予定している。授業ともども、説明内容が多くなる

ことが予想されるため、教員による板書の量は必要最低限なものとなる可能性が高い。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 前九年合戦・後三年合戦と政治史 

3. 源平合戦と政治史 

4. 文永の役・弘安の役と政治史 

5. 南北朝期の合戦と政治史 

6. 応仁・文明の乱と政治史 

7. 戦国期東国の合戦と政治史 

8. 戦国期畿内・近国の合戦と政治史 

9. 戦国期西国の合戦と政治史 

10. 織田信長の合戦と政治史 

11. 豊臣秀吉の合戦と政治史 

12. 文禄・慶長の役と政治史 

13. 関ケ原の戦い・大坂の陣と政治史 

14. 講義のまとめ 

 

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

必要に応じて、授業中ないし Blackboard 上で別途指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(80%)/レスポンスペーパーの内容(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

毎時間、プリント配布を行う。授業では、吉川弘文館から刊行されている『戦争の日本史』シリーズのうちの、5～17 巻を使用する

が、購入の必要はない。 

 

参考文献（Readings） 

1. 関幸彦ら、2006、『戦争の日本史』5～17 巻、吉川弘文館 (ISBN:4642063159) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FH131 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

芸術への扉 

(Stepping into the World of Art) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
西洋音楽史概論 

担当者名 

（Instructor） 
大津 聡(OTSU SATOSHI) 

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） 
CMP1100 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

2016 年度以降 1 年次入学者対象科目 

学びの精神科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

西洋音楽の歴史を概観すると共に、中世から現代に至るまで、人間が音楽に何を求め、見出してきたのかを考えていく。 

 

授業の内容（Course Contents） 

西洋芸術音楽、いわゆるクラシック音楽の歴史を、便宜上区分し、各々の時代を代表するトピックを中心に学ぶ。対象が音楽であ

るから、視聴覚資料を可能な限り利用するが、いわゆる音楽鑑賞が目的ではない。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス/音楽と音楽史 

2. 中世の音楽 

3. ルネッサンスの音楽 

4. バロック音楽の諸相 1：オペラの誕生 

5. バロック音楽の諸相 2：器楽の興盛 

6. 古典派音楽の諸相 1：交響曲の成り立ち 

7. 古典派音楽の諸相 2：近代オペラの成立 

8. 転換期としてのベートーヴェン 

9. ロマン派音楽の諸相 1：絶対音楽 vs. 標題音楽 

10. ロマン派音楽の諸相 2：オペラにおけるイタリアの優勢と多様化 

11. ロマン派音楽の諸相 3：国民主義音楽、音楽におけるナショナリズム 

12. 20 世紀の音楽 1：新ヴィーン楽派の音楽 

13. 20 世紀の音楽 2：第二次世界大戦後の音楽 

14. 録音、録画メディアと音楽 

 

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

西洋音楽通史という性格上、作曲者名や固有の用語が前提となる。授業中の説明に全てを依存するのではなく、各自、積極的に

調べる習慣を身につけてもらいたい。また、対象とする音楽は時間芸術であるから、授業中の鑑賞には自ずと限界がある。授業

時間外に各種メディアを用いて補うことを強く期待する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(60%)/授業時の提出物（リアクションペーパー）(40%) 

なお、4 分の 3 以上の出席をしていない場合は、成績評価の対象としない。 

 

テキスト（Textbooks） 

テキストは指定しない。随時プリントを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

初回に参考文献表を配布するほか、随時紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

本授業ではブラックボードを活用する。 

 

注意事項（Notice） 
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■FH132 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

芸術への扉 

(Stepping into the World of Art) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
美術と美術研究の展望 

担当者名 

（Instructor） 
黒岩 三恵(KUROIWA MIE) 

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） 
CMP1100 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

2016 年度以降 1 年次入学者対象科目 

学びの精神科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

美術史を中心とした近年の多様な美術研究の基礎を、美術史誕生の歴史を踏まえながら、方法論を中心として学ぶ。 

 

授業の内容（Course Contents） 

西洋美術を中心として、様式論、図像学などの古くからある研究方法から、美術と社会の関係、視像と言語の関係を経て、精神

分析学、ジェンダー研究、ポスト・コロニアリズムといった新たな視座に基づく研究まで、大学において美術を研究するための展望

を、主要な研究者を紹介し、方法論の解説と作品分析に基づく個別研究によって提示する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス：美術研究の広がり 

2. 美術とは何か？ 

3. 様式①様式の定義と問題意識 

4. 様式②彫刻を例として（古代ギリシャ・中世日本など） 

5. 様式③絵画を例として（西洋中世・ルネサンスなど） 

6. 様式④様式分析のテクストを読む 

7. 小エッセイ：課題作品の様式分析 

8. 美術作品と意味①：図像学とは 

9. 美術作品と意味②：イコノロジーとは 

10. 美術作品と意味③：イコノロジーに関するテクストを読む 

11. 小エッセイ：課題作品の図像学的な分析 

12. 美術作品研究の広がり：新しいアプローチ① 

13. 美術作品研究の広がり：新しいアプローチ② 

14. 総括 

 

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

美術研究の方法論に関わるキーワードは、きちんと理解すること。 

そのことを前提として授業時に小エッセイを書いてもらう予定である。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(60%)/小エッセイ(30%)/授業参加度(10%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

各方法論に関する基本文献の一覧は、授業時に配布する予定である。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FH133 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

芸術への扉 

(Stepping into the World of Art) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
美学入門––––芸術をめぐる諸問題 

担当者名 

（Instructor） 
櫻井 一成(SAKURAI ISSEI) 

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） 
CMP1100 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

2016 年度以降 1 年次入学者対象科目 

学びの精神科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

美学とはいかなる学問で、どのような問題を扱っているのかを知る。美や芸術に関する自分たちの理解が、歴史的な制約を受け

た特殊なものであることを自覚する。芸術を語ることばや芸術経験のうちには、謎やパラドクスが含まれていることに気づく。哲学

的問題をみずからの頭で考えることや、意見の異なる他人と討論することの楽しさを知る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

本授業は、「芸術とは何か」「作品の正しい鑑賞法は存在するか」「芸術は何の役に立つのか」「創造とはどのような行為か」といっ

た根本的な問いを参加者に投げかけ、参加者と共に、また先達たちと共に、これらの問題を考えていこうとするものです。つまり

本授業は、たとえば絵画や音楽の鑑賞法を知識として伝授するものではなく、美や芸術に関するみずからの理解を反省的かつ

批判的にとらえ返すことをつうじて、参加者を哲学的思索の快楽へといざなうことを目指しています。ところで、この説明を読んで

「哲学によって芸術経験は豊かになるのだろうか？」と思ったあなた、もしかするとあなたにこそ本授業はふさわしいのかもしれま

せん。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション––––古代・近代・現代 

2. 芸術と天才 ①––––創造について 

3. 芸術と天才 ②––––想像力について 

4. 作品の記述・解釈 ①––––趣味について 

5. 作品の記述・解釈 ②––––作者の意図について 

6. 作品の記述・解釈 ③––––批評について 

7. フィクションの経験 ①––––フィクションとは何か 

8. フィクションの経験 ②––––ホラーの快について 

9. フィクションの経験 ③–––芸術と道徳の関係について 

10. 実存の美学––––生きることと作ることの関係について 

11. 環境美学––––自然の美的鑑賞について 

12. 芸術とは何か ①–––芸術の定義について 

13. 芸術とは何か ②–––芸術作品の同一性について 

14. 社会のなかの芸術 

 

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、そのつど指示を出します。 

特定の芸術作品（映画や小説）を鑑賞してくることなどもそのなかには含まれます。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(70%)/出席及びコメントカードの提出(30%) 

欠席回数が６回に達した時点で単位取得の資格を喪失することになります。 

 

テキスト（Textbooks） 

使用しません。毎回プリントを配布します。 

 

参考文献（Readings） 

1. 佐々木健一、2004、『美学への招待』、中公新書 (ISBN:4121017412) 

2. 小田部胤久、2009、『西洋美学史』、東京大学出版会 (ISBN:9784130120586) 

3. カロル・タロン＝ユゴン、2015、『美学への手引き』、白水社 (ISBN:9784560510025) 

4. 西村清和、1995、『現代アートの哲学』、産業図書 (ISBN:9784782802021) 

各回ごとに主題に応じて参考文献を紹介します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■FH134 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

グローバル経済社会を考える 

(Introduction to Economics) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
グローバル経済社会の歴史と現状 

担当者名 

（Instructor） 
林 采成(LIM CHAISUNG) 

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） 
CMP1100 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

2016 年度以降 1 年次入学者対象科目 

学びの精神科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

グローバル経済社会の展開プロセスを理解し、長いスパンをもって現在に至るグローバル経済社会に対するパースペクティヴを

持たせる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

マスコミによってよく膾炙されるグローバル経済社会の様々な問題を取上げ、それを長いスパンをもって理解し、日本だけに止ま

らず、広い視野からグローバル経済社会の全体像を捉える。また、時間を取って受講者が作成したレポートをプレゼンしたり、特

定の論点について議論したりする機会を設ける。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス： グローバル経済社会とは何か 

2. 東北アジア経済社会を読む 

3. 東北アジア経済社会を理解する 

4. 東南アジア経済社会を読む 

5. 東南アジア経済社会を理解する 

6. 西アジア経済社会を読む 

7. 西アジア経済社会を理解する 

8. 中央アジア経済社会を理解する 

9. 中東経済社会を読む 

10. 中東経済社会を理解する 

11. アフリカ経済社会を理解する 

12. 欧米経済社会を理解する 

13. 欧米経済社会を理解する 

14. まとめ： 世界の中での日本経済社会の再発見 

 

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

講義を受講して質問がある場合やより詳しい学習内容が求められる場合はそれに関連する議論や資料紹介の機会を設ける。普

段からグローバル経済社会に関する疑問や問題意識を持ち、それを理解しようとする姿勢が望まれる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(80%)/最終レポート(Final Report)(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

講義資料・ノートを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

授業時に提示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FH135 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

グローバル経済社会を考える 

(Introduction to Economics) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 

グローバル経済社会の｢光と影｣――ヨーロッパ情勢から見たグローバル経済の現状と

歴史 

担当者名 

（Instructor） 
大塩 量平(OSHIO RYOHEI) 

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） 
CMP1100 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

2016 年度以降 1 年次入学者対象科目 

学びの精神科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

グローバル経済の実態と背景を多角的に整理しつつ、説得力ある文章の形にまとめられるようにする。 

また、グローバル経済社会とは、政治経済的な｢世界共通｣の傾向と、社会･文化･歴史的な「地域的」な傾向との相互作用で成り

立つことを理解する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

今日のグローバル経済の源流は 19 世紀頃までさかのぼるが、近年は世界各地にその流れが浸透し、また反グローバルの機運

も生じてきているなど、伝統的なグローバル化は新しい局面を迎えている。 

この授業ではグローバル経済の現状とその歴史的背景を説明しつつ、現代グローバル経済の仕組みやその社会への影響をわ

かりやすく講義する。受講者はグローバル経済の実態や背景を多角的に理解し、将来への展望を考えるための基礎を身につけ

てもらいたい。 

受講者には計 2 回の授業中に作成する中間レポートと期末試験でそれらの成果を教員に示してもらうことにする。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 現代資本主義経済とグローバル化の現在――英国の EU離脱から考える① 

3. 現代資本主義経済とグローバル化の現在――英国の EU離脱から考える② 

4. 現代資本主義経済とグローバル化の現在――英国の EU離脱から考える③ 

5. 国際経済の初歩①――自由貿易と保護貿易の違い 

6. 国際経済の初歩②――途上国開発･環境･食糧問題と世界経済との関係 

7. 補足･復習、第 1 回中間レポート作成 

8. 中間レポートの講評･解説と補足講義など 

9. グローバル経済の歴史的経緯①――19 世紀（ヨーロッパ｢列強｣の形成：自由貿易と保護貿易） 

10. グローバル経済の歴史的経緯②――20 世紀前半（２つの大戦と国際経済：米国の興隆と国際経済の再編） 

11. グローバル経済の歴史的経緯③――20 世紀後半（米国主導の自由貿易体制の世界的浸透） 

12. グローバル経済の歴史的経緯④――20 世紀後半～（ヨーロッパ統合の経緯と課題） 

13. 補足･復習、第 2 回中間レポート作成 

14. 中間レポートの講評･解説 

講義の総復習とまとめ 

 

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

各講義で配布したプリントや各自のノートを整理しつつ、そこに国際経済に関する報道や論評への各自の意見などを書き込んで

おくと良いだろう。 

 

（※ 講義を聞きながら効果的なノート(メモ)も取り、自己流の説明や見解も書き加えるということは、大学の授業を受ける際の基

本的姿勢なので、この講義ではそれ身につけてもらいたい。） 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(70%)/第１回中間レポート(15%)/第２回中間レポート(15%) 

出席回数は成績には反映されない。また、リアクションペーパーを通して授業の感想や質問を教員に知らせることは歓迎するが、

その内容は成績には反映されない。 

 

テキスト（Textbooks） 

特に指定しない（各授業の冒頭で講義内容をまとめたやや詳しいプリントを配布する） 

 

参考文献（Readings） 

受講者の関心などに合わせて講義中に指示する。 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

リアクションペーパーを通して授業の感想や質問を教員に知らせることを歓迎する。 

 

第 2～4 回目の授業の具体的テーマは、その頃のヨーロッパ情勢などに応じて決定する。（第 1回授業で説明する） 

 

注意事項（Notice） 
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■FH136 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

グローバル経済社会を考える 

(Introduction to Economics) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
国際経済学の基本から 

担当者名 

（Instructor） 
山縣 宏之(YAMAGATA HIROYUKI) 

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） 
CMP1100 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

2016 年度以降 1 年次入学者対象科目 

学びの精神科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

国際経済学の基本的視点から，グローバル経済社会の基本的構造と最新の展開について学ぶ。国際経済学の知見を援用し，

グローバル経済に関するニュースについて基礎的な見解が持てるようになることが目標である。 

 

授業の内容（Course Contents） 

受講者はあらかじめテキスト内容を予習した上で参加する。そのうえで教員がテキスト内容を解説し，理解を深める。講義では教

員と受講者が適宜質疑応答等を行い，受講者の主体的，能動的学修を促進する。受講者は講義内容を毎回リアクションペーパ

に要約し自分の見解を述べて提出する。毎回ではないが，講義内容に関するグループワークを行い，能動的学修を実質化する。

中間テストを複数回行い結果を返却することにより，学習成果が定着したかどうかを確認し，改善材料とする。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 開講ガイダンス 

2. TPPを理解しよう！（１） 

3. TPPを理解しよう！（２） 

4. 「国際収支」と「為替レート」（１） 

5. 「国際収支」と「為替レート」（２） 

6. EUの将来（１） 

7. EUの将来（２） 

8. EUの将来（３） 

9. 国際貿易のモデル（１） 

10. 国際貿易のモデル（２） 

11. 国際貿易のモデル（３） 

12. 国際経済の最新情勢（１） 

13. 国際経済の最新情勢（２） 

14. 国際経済の最新情勢（３） 

 

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

テキストの予習（指定範囲を読む、分からない用語は調べておくなど）が必要である。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(60%)/中間テスト（１）(20%)/中間テスト（２）(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 伊藤元重、2016、『どうなる世界経済 入門国際経済学』、光文社新書 (ISBN:978-4-334-03951-6) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FH137 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

学びの場としての社会 

(Society as a Field of Learning) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
人生における出来事から「社会」を考える 

担当者名 

（Instructor） 
前田 泰樹(MAEDA HIROKI) 

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） 
CMP1100 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

2016 年度以降 1 年次入学者対象科目 

学びの精神科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

人生において経験しうる出来事に沿って、私たちがどのような「社会」を生きているか考察する。同時に、そうした考察を行うため

の方法についても学習し、「社会」を理解するための多角的な視野を身につける。 

 

授業の内容（Course Contents） 

基本的に講義形式で、テキストに準拠してすすむ。私たちが現に生きている「社会」を理解するためにどのような方法があるかを

提示しつつ、具体的な事例を紹介していく。自らの人生の出来事を、社会問題として考えていくことが求められる。項目としては、

「出生」「学ぶ／教える」「働く」「結婚・家族」「病い・老い」「死」について、方法としては、インタビューやフィールドワークなどの質的

研究を中心に講義する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 出生（１） 

3. 出生（２） 

4. 学ぶ／教える（１） 

5. 学ぶ／教える（２） 

6. 働く（１） 

7. 働く（２） 

8. 結婚・家族（１） 

9. 結婚・家族（２） 

10. 病い・老い（１） 

11. 病い・老い（２） 

12. 死（１） 

13. 死（２） 

14. まとめ 

 

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

テキストの該当箇所を読んでくること。可能な限り、テキストで紹介された文献を読むこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(70%)/授業内の課題(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 筒井淳也・前田泰樹、2017、『社会学入門——社会とのかかわりかた』、有斐閣 (ISBN:464115046X) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FH138 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

現代文化からみる学び 

(Learning through contemporary culture) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
環境（問題）からライフスタイルを考える 

担当者名 

（Instructor） 
佐久間 淳子(SAKUMA JUNKO) 

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） 
CMP1100 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

2016 年度以降 1 年次入学者対象科目 

学びの精神科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

環境問題についての基本的知識を得ることで、これらが自らのライフスタイル・文化と密接にかかわっていることを理解し持続可

能な社会の創造に向けて自らのライフスタイルを見直す力とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

身近なごみ問題から生物多様性、気候変動に至る今日の環境問題は私たちのライフスタイルや文化・習慣と密接にかかわって

生じている。このため、近年、「持続可能な生産と消費」「倫理的消費」などという言葉が注目されている。本講義では、私たちのラ

イフスタイル・文化・習慣が影響を与えた(与えている)多様な環境問題を特に生物多様性に焦点をあて、自然と人間との関係を具

体的に取り上げ、意外な視点から環境問題を見ることができることを知る。このため、受講者は環境問題に興味を深めるだけで

なく、単なる知識に終わらせることなく、今後の学習・生活に生かすことができるであろう。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 環境問題とは何か 

2. 身近な生物、身近でない生物 

3. 日本の生物多様性問題１ 

4. 日本の生物多様性問題２  

5. 日本の生物多様性問題３ 

6. 世界の生物多様性問題１ 

7. 世界の生物多様性問題２ 

8. 世界の生物多様性問題 3 

9. 持続可能な生産と消費：倫理的消費１ 

10. 持続可能な生産と消費：倫理的消費２ 

11. 自然とかかわるライフスタイル１ 

12. 自然とかかわるライフスタイル２ 

13. 自然とかかわるライフスタイル３ 

14. 持続可能な未来を目指して 

 

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

配布されたプリントは必ず予習すること。また、新聞や書籍などメディアを通じた関連情報を収集し、考察したことや気づいたこと

を毎回の討議やリアクションぺーパーなどを通じて、積極的に発信しすること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(50%)/リアクションペーパー(50%) 

毎回、グループ討議を行い、事前学習並びに討議の内容を反映したリアクションペーパーを提出する。このため、能動的な学び

に関心のない学生の履修は遠慮していただきたい。 

 

テキスト（Textbooks） 

毎回、次回のプリントを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FH139 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

メディアからみる学び 

(Understanding of media studies) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
デジタル化されたメディアは世界をどのように見えるようにするのか 

担当者名 

（Instructor） 
和田 伸一郎(WADA SHIN'ICHIRO) 

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） 
CMP1100 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

2016 年度以降 1 年次入学者対象科目 

学びの精神科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

21 世紀に入り、デジタル化されることによって、メディアの細分化、多様化が進んでいる。この現象は、新しいメディアを日々生み

出しつつあるだけでなく、既存のアナログメディアにも浸食し変容を促している。この変化する諸メディアはどのような特性をもって

いる／もちつつあるか、を理解することを目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

既存のメディアから新しいメディアまで、それぞれの特性とその変化について、具体的事例を示すと同時に、概念化を施しながら

論じる。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション メディアを通して世界を見る 

2. メディアとしての SNS 

3. メディアとしてのビッグデータ 

4. メディアとしてのデータ・ヴィジュアライゼーション（可視化としてのヴィジュアライゼーション） 

5. メディアとしてのデータ・ヴィジュアライゼーション（視覚化としてのヴィジュアライゼーション） 

6. メディアとしての YouTube 

7. メディアとしてのテレビ 

8. ソーシャル化するメディア①新聞 

9. ソーシャル化するメディア②音楽 

10. ソーシャル化するメディア③キュレーション・メディアについて 

11. メディアとしての映画①ドキュメンタリー映画 

12. メディアとしての映画②フィクション映画 

13. メディアとしての映画③セミドキュメンタリー映画（または実話を元にした映画） 

14. 総括 

 

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

複数のメディアを通じて世界を知る際、同じ事件でもメディアによって伝わり方が違うということを意識し、各メディアのどのような

特性から、違いが生じているか考えながらメディアに接するよう、日頃から心がけることが望ましい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(70%)/出席状況、リアクションペーパー(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特になし 

 

参考文献（Readings） 

1. 和田伸一郎、2006、『メディアと倫理』、NTT出版 (ISBN:978-4757101753) 

その他、必要があれば、授業内で適宜指示する 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FH140 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

法と政治の世界 

(World of Law and Politics) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
主要国の政治制度 

担当者名 

（Instructor） 
高橋 和則(TAKAHASHI KAZUNORI) 

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） 
CMP1100 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

2016 年度以降 1 年次入学者対象科目 

学びの精神科目 

法学部所属学生随意科目（卒業要件単位に含むことはできない） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

政治を理解するために主要国の政治制度の理解を深める。 

 

授業の内容（Course Contents） 

政治を理解しようとするには様々なやり方があるが、政治制度を知るというのは一つの重要な方法だろう。主要国、なかんづく我

が国の制度は社会に出ても必須となる基本的知識といえる。議院内閣制や大統領制、小選挙区制や比例代表制といった制度を

各国は組み合わせているが、運用の仕方が異なり、一様ではない。本講義では主要国の制度を踏まえつつ、それと比較しながら

我が国の制度に関する知識を獲得するものとする。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 本講義の進行と前提となる知識 

2. 議院内閣制の成立/イギリス 

3. 議会主権の確立/イギリス 

4. 大統領制の確立/アメリカ 

5. 三権分立の徹底/アメリカ 

6. 議院内閣制の「発見」/フランス 

7. 大統領化へ/フランス 

8. 前半のまとめ 

9. 大統領制から議院内閣制へ/ドイツ 

10. 政党内閣から議院内閣制へ/日本 

11. 55 年体制と一党優位政党制/日本 

12. 小選挙区制の採用と政治改革/日本 

13. 官邸主導と長期政権化/日本 

14. 後半のまとめ 

 

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

授業時間外の学習に関する指示は初回講義時に指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特定のテキストは使用せず、レジュメを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 『政治学事典』、弘文堂 

2. 『岩波哲学思想事典』、岩波書店 

3. 『岩波社会思想事典』、岩波書店 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FH141 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

法と政治の世界 

(World of Law and Politics) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
日常生活と民法 

担当者名 

（Instructor） 
幡野 弘樹(HATANO HIROKI) 

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） 
CMP1100 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

2016 年度以降 1 年次入学者対象科目 

学びの精神科目 

法学部所属学生随意科目（卒業要件単位に含むことはできない） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

消費者問題や家族，責任に関する問題を通じて，法的ルールや法的なものの考え方についての理解を深める。 

 

授業の内容（Course Contents） 

法学部以外の学生にとって，法律学というものはあまり親しみを持てない分野かもしれない。しかし，実は身近な生活の中には法

的な問題はいろいろとあり，知っているととても有用なものでもある。この講義では，消費生活や家族，責任（たとえば交通事故の

損害賠償）に関する法的問題について紹介しながら，法を身近に感じてもらうとともに，法的なものの考え方についても理解を深

めてもらいたいと考えている。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 法的思考とはどのようなものか？ 

2. 物権とは何か，債権とは何か？ 

3. 日常生活と契約法①――契約の成立 

4. 日常生活と契約法②――契約の有効性（意思の完全性） 

5. 日常生活と契約法③――契約の有効性（内容の妥当性） 

6. 日常生活と契約法④――さまざまな契約① 

7. 日常生活と契約法⑤――さまざまな契約② 

8. 日常生活と不法行為法①――不法行為法の全体像，名誉毀損，プライバシー 

9. 日常生活と不法行為法②――医療過誤 

10. 日常生活と不法行為法③――損害賠償の算定 

11. 日常生活と家族法①――婚姻 

12. 日常生活と家族法②――離婚 

13. 日常生活と家族法③――事実婚 

14. 日常生活と家族法④――親子 

 

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

本講義では，復習を重視している。 

コメントカードによるフィードバックを予定している。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特になし。レジュメを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

授業中に指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

レジュメを Blackboardにアップデートする。 

 

注意事項（Notice） 
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■FH142 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

法と政治の世界 

(World of Law and Politics) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 

法学の特徴を活かして論理的な文章の書き方を体得し，企業活動に関するルールの初

歩を学ぶ 

担当者名 

（Instructor） 
荻村 慎一郎(OGIMURA SHINICHIRO) 

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） 
CMP1100 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

2016 年度以降 1 年次入学者対象科目 

学びの精神科目 

法学部所属学生随意科目（卒業要件単位に含むことはできない） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

法学部以外に所属するみなさんを念頭に，法学のエッセンスについて一緒に学びます。 

それとともに，論理的な思考の仕方および文章の書き方の修得をめざします。 

 

授業の内容（Course Contents） 

法学には， 

①裁判を念頭に体系化されてきた伝統的な部門と， 

②法を社会規範の一部とみなし，社会全体を念頭に理論化が試みられてきた現代的な部門，の 

2 種類があります。そこで，本授業も大きく 2 つに分けて進めていきます。 

 

前半は①を扱い，裁判の映像資料を用いて，伝統的な法学の基礎を実地で学びます。 

特に，大学においてレポートや答案をきちんと仕上げる方法を身につけてもらうために， 

法学の教材を通して，論理的な思考の仕方および文章の書き方を習得することに取り組みます。 

ここで学ぶことは，また，将来みなさんが裁判員に選ばれた場合にも役立ちます。 

 

後半は②を対象とし，企業活動や就業・労働などに関する法的問題を扱います。 

こちらは，特に，民間企業で活躍したいと考えているみなさんに役立つでしょう。 

履修者のみなさんには，自分が学んでいる専門領域と比較・対照しながら， 

法学の特徴について考えるきっかけを持って頂ければ，と思っています。 

 

講義は基本から応用へと段階的に展開されるので，予備知識は必要ありません。 

また，基礎知識の正確な習得にも留意しつつ，授業中にみなさんから意見を求めたり， 

答案やレポートをみんなで検討してもらうなど，双方向的な形式で進めます。 

 

なお，テキストはこちらで用意しますが，小型の六法が別途必要となります。 

初回授業での説明をきいたうえで，各自で用意してください。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 法学を通して論理的な思考の仕方および文章の書き方を学ぶ①：事実に接する① 

2. 法学を通して論理的な思考の仕方および文章の書き方を学ぶ②：事実に接する② 

3. 法学を通して論理的な思考の仕方および文章の書き方を学ぶ③：他人の言葉を聴く① 

4. 法学を通して論理的な思考の仕方および文章の書き方を学ぶ④：他人の言葉を聴く② 

5. 法学を通して論理的な思考の仕方および文章の書き方を学ぶ⑤：主体的に判断する① 

6. 法学を通して論理的な思考の仕方および文章の書き方を学ぶ⑥：主体的に判断する② 

7. 中間のまとめ①：大学で学んでいくうえで大切なこと 

8. 法学を通して企業活動に関するルールを学ぶ①：会社で働く① 

9. 法学を通して企業活動に関するルールを学ぶ②：会社で働く② 

10. 法学を通して企業活動に関するルールを学ぶ③：会社を起こす（起業する） 

11. 法学を通して企業活動に関するルールを学ぶ④：会社を経営する① 

12. 法学を通して企業活動に関するルールを学ぶ⑤：会社を経営する② 

13. 中間のまとめ②：説得力のある文章の書き方 中間課題の結果を踏まえて 

14. 全体のまとめ：法学の可能性と学際性について 

 

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

教材で指示される復習・予習課題に毎回取り組みましょう。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 
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筆記試験(Written Exam)(70%)/授業への参加度(15%)/中間課題(15%) 

 

テキスト（Textbooks） 

オリジナル教材を毎回配布します。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

大学でどうやって勉強していけばよいかが体感できる授業にしたいと考えています。 

 

注意事項（Notice） 
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■FH143 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

経営学への招待 

(Introduction to Business Administration) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
企業の戦略・組織・財務の基礎を学ぶ 

担当者名 

（Instructor） 
秋野 晶二(AKINO SHOJI) 

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） 
CMP1100 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

2016 年度以降 1 年次入学者対象科目 

学びの精神科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

企業経営の戦略、組織、会計・財務といった 3 つの専門分野から、具体的にケースを取り上げたうえで、経営学の入門的な内容

を学ぶ。 

 

授業の内容（Course Contents） 

 この授業では、経営戦略論、経営組織論、会計・経営財務論といった 3 つの専門分野から企業活動を理論と実態の両面から講

義を行うことで経営学の入門的内容の講義を行う。その際、3 名の担当教員が、それぞれ 3 つの専門分野について 4 回ずつ順

次講義を行う。各専門の講義においては、まず、専門分野の観点から企業の活動を特徴づけ、次に各専門分野の理論の基礎を

学び、最後にその理論に基づき、具体的なケースを通じてその内容の実態面を学ぶ。また各専門分野の講義の最後には確認の

ための小テストを行う。 

 なおこの講義では、3 つのクラスが同じ内容を学ぶが、ただし、所属するクラスによって学ぶ順序が異なり、また成績評価担当

者も異なる。したがって担当者が誰かを確認したうえで、自分が履修した担当者のクラスで受講しなければならない。具体的な進

め方などについては最初の講義で説明するので必ず出席すること。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス：講義の目的、スケジュール、進め方・注意点など 

2. 経営戦略論１：概要、企業活動と経営戦略 

3. 経営戦略論２：経営戦略論の概要 

4. 経営戦略論３：ケースに見る企業成長と経営戦略（１） 

5. 経営戦略論４：ケースに見る企業成長と経営戦略（２）、小テスト 

6. 会計・経営財務論１：概要、会計の役割と簿記 

7. 会計・経営財務論２：貸借対照表の構造と分析 

8. 会計・経営財務論３：損益計算書の構造と分析 

9. 会計・経営財務論４：投資の経済性計算、小テスト 

10. 経営組織論１：概要；組織とは何か、組織について知ることがなぜ重要か 

11. 経営組織論２：経営組織の成り立ち；公式組織と非公式組織 

12. 経営組織論３：経営組織の基本デザイン；会社の組織形態を考える 

13. 経営組織論４：環境適応と組織；小テスト 

14. まとめ：講義のまとめ、試験の告知、アンケートなど 

 

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

毎回の講義の復習を行ったうえで､ 受講すること｡また各講義の課題や指示に従い随時予習・課題を行うこと｡ 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(70%)/小テストなど(30%) 

受講に当たって私語・欠席・遅刻・入退室・携帯電話の使用などに関するルールを設けており､ 順守できない場合には退室しても

らうこともある｡ ルールについては最初の講義で説明するので､ 必ずルールを了解した上で受講すること｡ 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

随時指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FH144 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

経営学への招待 

(Introduction to Business Administration) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
企業の戦略・組織・財務の基礎を学ぶ 

担当者名 

（Instructor） 
平屋 伸洋(HIRAYA NOBUHIRO) 

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） 
CMP1100 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

2016 年度以降 1 年次入学者対象科目 

学びの精神科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

企業経営の戦略、組織、会計・財務といった 3 つの専門分野から、具体的にケースを取り上げたうえで、経営学の入門的な内容

を学ぶ。 

 

授業の内容（Course Contents） 

 この授業では、経営戦略論、経営組織論、会計・経営財務論といった 3 つの専門分野から企業活動を理論と実態の両面から講

義を行うことで経営学の入門的内容の講義を行う。その際、3 名の担当教員が、それぞれ 3 つの専門分野について 4 回ずつ順

次講義を行う。各専門の講義においては、まず、専門分野の観点から企業の活動を特徴づけ、次に各専門分野の理論の基礎を

学び、最後にその理論に基づき、具体的なケースを通じてその内容の実態面を学ぶ。また各専門分野の講義の最後には確認の

ための小テストを行う。 

 なおこの講義では、3 つのクラスが同じ内容を学ぶが、ただし、所属するクラスによって学ぶ順序が異なり、また成績評価担当

者も異なる。したがって担当者が誰かを確認したうえで、自分が履修した担当者のクラスで受講しなければならない。具体的な進

め方などについては最初の講義で説明するので必ず出席すること。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス：講義の目的、スケジュール、進め方・注意点など 

2. 会計・経営財務論１：概要、会計の役割と簿記 

3. 会計・経営財務論２：貸借対照表の構造と分析 

4. 会計・経営財務論３：損益計算書の構造と分析 

5. 会計・経営財務論４：投資の経済性計算、小テスト 

6. 経営組織論１：概要；組織とは何か、組織について知ることがなぜ重要か 

7. 経営組織論２：経営組織の成り立ち；公式組織と非公式組織 

8. 経営組織論３：経営組織の基本デザイン；会社の組織形態を考える 

9. 経営組織論４：環境適応と組織；小テスト 

10. 経営戦略論１：概要、企業活動と経営戦略 

11. 経営戦略論２：経営戦略論の概要 

12. 経営戦略論３：ケースに見る企業成長と経営戦略（１） 

13. 経営戦略論４：ケースに見る企業成長と経営戦略（２）、小テスト 

14. まとめ：講義のまとめ、試験の告知、アンケートなど 

 

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

毎回の講義の復習を行ったうえで､ 受講すること｡また各講義の課題や指示に従い随時予習・課題を行うこと｡ 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(70%)/小テストなど(30%) 

受講に当たって私語・欠席・遅刻・入退室・携帯電話の使用などに関するルールを設けており､ 順守できない場合には退室しても

らうこともある｡ ルールについては最初の講義で説明するので､ 必ずルールを了解した上で受講すること｡ 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

随時指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FH145 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

経営学への招待 

(Introduction to Business Administration) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
企業の戦略・組織・財務の基礎を学ぶ 

担当者名 

（Instructor） 
山中 伸彦 

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） 
CMP1100 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

2016 年度以降 1 年次入学者対象科目 

学びの精神科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

企業経営の戦略、組織、会計・財務といった 3 つの専門分野から、具体的にケースを取り上げたうえで、経営学の入門的な内容

を学ぶ。 

 

授業の内容（Course Contents） 

 この授業では、経営戦略論、経営組織論、会計・経営財務論といった 3 つの専門分野から企業活動を理論と実態の両面から講

義を行うことで経営学の入門的内容の講義を行う。その際、3 名の担当教員が、それぞれ 3 つの専門分野について 4 回ずつ順

次講義を行う。各専門の講義においては、まず、専門分野の観点から企業の活動を特徴づけ、次に各専門分野の理論の基礎を

学び、最後にその理論に基づき、具体的なケースを通じてその内容の実態面を学ぶ。また各専門分野の講義の最後には確認の

ための小テストを行う。 

 なおこの講義では、3 つのクラスが同じ内容を学ぶが、ただし、所属するクラスによって学ぶ順序が異なり、また成績評価担当

者も異なる。したがって担当者が誰かを確認したうえで、自分が履修した担当者のクラスで受講しなければならない。具体的な進

め方などについては最初の講義で説明するので必ず出席すること。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス：講義の目的、スケジュール、進め方・注意点など 

2. 経営組織論１：概要；組織とは何か、組織について知ることがなぜ重要か 

3. 経営組織論２：経営組織の成り立ち；公式組織と非公式組織 

4. 経営組織論３：経営組織の基本デザイン；会社の組織形態を考える 

5. 経営組織論４：環境適応と組織；小テスト 

6. 経営戦略論１：概要、企業活動と経営戦略 

7. 経営戦略論２：経営戦略論の概要 

8. 経営戦略論３：ケースに見る企業成長と経営戦略（１） 

9. 経営戦略論４：ケースに見る企業成長と経営戦略（２）、小テスト 

10. 会計・経営財務論１：概要、会計の役割と簿記 

11. 会計・経営財務論２：貸借対照表の構造と分析 

12. 会計・経営財務論３：損益計算書の構造と分析 

13. 会計・経営財務論４：投資の経済性計算、小テスト 

14. まとめ：講義のまとめ、試験の告知、アンケートなど 

 

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

毎回の講義の復習を行ったうえで､ 受講すること｡また各講義の課題や指示に従い随時予習・課題を行うこと｡ 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(70%)/小テストなど(30%) 

受講に当たって私語・欠席・遅刻・入退室・携帯電話の使用などに関するルールを設けており､ 順守できない場合には退室しても

らうこともある｡ ルールについては最初の講義で説明するので､ 必ずルールを了解した上で受講すること｡ 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

随時指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FH146 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

現代社会と観光 

(Modern Society and Tourism) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
リゾート観光の権力構造 

担当者名 

（Instructor） 
越智 郁乃(OCHI IKUNO) 

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） 
CMP1100 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

2016 年度以降 1 年次入学者対象科目 

学びの精神科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

本授業では、沖縄県と新潟県という二つの異なる地域における近現代の観光形態、観光開発の変遷を追いながら、観光の場に

おける、力関係、権力構造について学ぶ。 

 

授業の内容（Course Contents） 

日本列島の南西に連なる島々で構成される沖縄県は「基地の島」や「南国リゾート観光地」として知られている。また、甲信越地

方の新潟県は「雪国リゾート観光地」として多くのリゾート観光客を集める。しかしながら、両地域における国外を含む周辺地域と

の交流史や、それを通じて現在の観光資源が形成されたことはあまり知られていない。また、近代に始まる観光開発や現代の大

量の観光客の到来は、沖縄にとっての本土日本（本州）、新潟にとっての関東地域との従属関係を抜きにして成立しない。そこで

本講義では、特に「日本」「中央」との関係性に注目しながら二地域における観光開発の歴史をたどることで、現代日本における

「観光」という形態が形作られていく過程、または変革しつつある「観光」の姿について理解することを目指す。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション： 南国・雪国リゾート観光とそのイメージ 

2. 南国リゾートの誕生まで①南西諸島における海域交流と琉球国の誕生 

3. 南国リゾートの誕生まで②琉球国における交易と文化 

4. 南国リゾートの誕生まで③琉球国と薩摩藩、江戸幕府 

5. 南国リゾートの誕生まで④沖縄の近代化の諸相と観光のはじまり 

6. 南国リゾートの形成①沖縄戦と戦後の沖縄観光のはじまり 

7. 南国リゾートの形成②沖縄の復帰イベントと観光 

8. 南国リゾートの形成③沖縄台湾間の移動史：植民地から観光地へ 

9. 南国リゾートの形成④外国人観光客の到来：ぶつかり合う観光概念 

10. 雪国リゾートの形成①新潟の歴史：北国海域交流と農業立国 

11. 雪国リゾートの形成②上越新幹線とスキー・リゾート地 

12. 雪国リゾートからの転換①芸術祭観光：豪雪地帯における新たな「公共事業」 

13. 雪国リゾートからの転換②アート・ツーリズムの拡がりと地域資源  

14. 南国・雪国リゾートからの転換：日本における現代の観光概念を捉え直す 

 

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

毎回のリアクションペーパーに加えて 1000 字程度の小レポートを課す。また、筆記試験に向けて、毎回の授業の内容整理と各自

の問題関心による文献・資料収集を積み重ねること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(45%)/毎回の小レポート(40%)/リアクションペーパー(15%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 安里進 他、2004、『沖縄県の歴史』、山川出版社 

2. 田中圭一、他、1998、『新潟県の歴史』、山川出版社 

適宜指示する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 桜澤誠、2015、『沖縄現代史 米国統治、本土復帰から「オール沖縄」まで、中公新書 

2. 池享、原直史編、2005、『越後平野・佐渡と北国浜街道』、吉川弘文館 

3. 多田治、2008、『沖縄イメージを旅する』、中公新書ラクレ 

その他、適宜指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■FH147 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

現代社会と観光 

(Modern Society and Tourism) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
旅行者一人ひとりの視点から 

担当者名 

（Instructor） 
相澤 孝文(AIZAWA TAKAFUMI) 

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） 
CMP1100 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

2016 年度以降 1 年次入学者対象科目 

学びの精神科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 本講座はこれから観光学を学ぶ者を対象としており、現代社会における観光の役割や意義、ならびに観光を支えている社会の

様々なしくみについて概説する。各種の事例を解説することを通じて、基本的な知識や分析の視点を習得するとともに、関心の深

い観光現象や研究テーマ等を発見することを目標としている。 

 

授業の内容（Course Contents） 

 観光学へのスムーズな入門として、様々な楽しみを求めて観光旅行に出かける私たち一人ひとりの視点に立ちながら、観光が

地域の社会や文化等にどのような影響を与えているのか、ならびに、旅行者の行動が現代社会の世相や大衆心理をいかに反映

しているのかについて解説していく。 

 本講座の特色として、各回の授業では主に旅行者の心理や行動等に関わるトピックを扱っているので、この研究領域に関心の

高い学生には特に受講してほしい。 

 コメントペーパーでは、これまでの旅行体験をふり返ったり観光旅行に関する自らの意見・好み等について記入・提出してもら

い、その結果を教員からフィードバックする機会を定期的に設けている。この点にも評価のウエイトを置いているため、積極的に

取り組んでほしい。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション：現代社会における観光の現状 

2. 観光学の基礎知識 

3. 観光の歴史 

4. 人はなぜ旅に出るのか 

5. 旅行者の心理面・行動面にみられる特徴 

6. 旅行中の“買物”と“食” 

7. 観光地における風景・景観 

8. 観光における情報・イメージの役割 

9. 観光による地域振興 

10. 旅行体験がもたらす心理的・社会的効果 

11. 日本人の社寺参詣行動 

12. 観光を支える諸産業 

13. 観光地におけるフィールドワーク・情報収集の技法 

14. 総括：学んだ知識を旅に活かす 

 

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

・関心を寄せている観光現象や観光学の研究テーマ等について、受講生各自で調べを進めておくこと。 

・授業内課題や筆記試験に向け、授業で理解した内容を論述形式で説明できるように準備しておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(50%)/コメントペーパーの記述内容(40%)/小レポート(10%) 

 

テキスト（Textbooks） 

テキストはとくに使用せず、講義資料を配布する。 

 

参考文献（Readings） 

授業内で適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 当然の事ながら、「授業中における私語やスマートフォンの操作、遅刻しての入室」等、講義の進行を妨げたり規律を乱す行為

は慎むこと。もし著しく違反した学生がいれば退室指示や減点処理、欠席扱い等の形で厳しく対処するため、この方針に同意し遵

守できる学生に受講してほしい。 
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注意事項（Notice） 
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■FH148 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

現代社会と観光 

(Modern Society and Tourism) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
現代社会における観光の影響と役割 

担当者名 

（Instructor） 
金 振晩(KIM JINMAN) 

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） 
CMP1100 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

2016 年度以降 1 年次入学者対象科目 

学びの精神科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

観光という社会現象を幅広い分野から概観し、その内容や特徴を理解するとともに、観光がもたらす影響を理解することを目標と

する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

観光産業は世界最大の産業であり、観光は幅広い分野にかかわっている。本講義では、様々事例を通じて、現代社会における

観光の役割及び意義を理解する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス及び観光と観光学 

2. 観光の歴史 

3. 旅行業の成立と発展 

4. 宿泊業の成立と発展 

5. 観光開発の光と影 

6. 観光と経済 

7. 観光と環境 

8. 観光と文化 

9. 観光と地域社会 

10. 余暇活動としての観光 

11. ICT革命と観光 

12. 観光に関連する諸事業 

13. 観光教育と人材 

14. 観光の未来図 

 

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

予習・復習に関しては、講義中にお知らせする。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(60%)/出席兼コメントペーパー(20%)/最終レポート(Final Report)(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 前田勇編、2015、『新現代観光総論』、学文社 (ISBN:978-4-7620-2532-7) 

 

参考文献（Readings） 

授業の中で指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FH149 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

現代社会の諸相 

(Aspects of Modern Society) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
社会福祉の視座、地域福祉の視座 

担当者名 

（Instructor） 
西田 恵子(NISHIDA KEIKO) 

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） 
CMP1100 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

2016 年度以降 1 年次入学者対象科目 

学びの精神科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

①社会福祉の必要と基本的な考え方を理解できる。 

②社会福祉の拡大の状況を理解できる。 

③地域福祉の考え方を理解できる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

日本において憲法第 25 条にうたわれている社会福祉は基本的社会権のひとつである。その形成には歴史があり、内実は今な

お変容している。社会福祉の理解には、①自存的固有性、②歴史的形成性、③社会的課題、④生活者としての存在、⑤実践の

志向性、⑥個別支援性、⑦市民主体性、⑧媒介調整機能、⑨自立生活の支援、という視点が必要だとされていることをふまえな

がら、本講では社会福祉を入門的に理解するとして、社会福祉とは何か、社会福祉はなぜ必要なのか、社会福祉はどのように変

化しているのかを中心に、歴史的系譜や各地の実践を参照しながら考察する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 社会福祉という用語 

2. ノーマライゼーション 

3. 『オリバー・ツイスト』から考える (1) 

4. 『オリバー・ツイスト』から考える (2) 

5. 「岡山孤児院」と石井十次 

6. 貧困と社会福祉 

7. 戦後日本と福祉六法 

8. 社会福祉のマクロ環境 

9. 社会福祉のメゾ環境 

10. 社会福祉のパラダイム転換 

11. 社会的排除、社会的包摂 

12. 地域福祉、福祉コミュニティ 

13. 災害と地域福祉 

14. 総括・まとめ 

 

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

講義で紹介する文献を参照することが望ましい。 

参考文献のうち一冊は目を通してほしい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(50%)/出席を兼ねたリアクションペーパー等の記入(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特に指定しない。適宜資料を配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 古川孝順、2008、『福祉ってなんだ』、岩波ジュニア新書 (ISBN:978-4-00-500583-3) 

2. 坂田周一監修、2013、『新・コミュニティ福祉学入門』、有斐閣 (ISBN:978-4-641-18413-8) 

3. 牧里毎治・杉岡直人・森本佳樹編、2013、『ビギナーズ地域福祉』、有斐閣 (ISBN:978-4-641-12486-8) 

4. 室田保夫編、2006、『人物でよむ近代日本社会福祉のあゆみ』、ミネルヴァ書房 (ISBN:978-4-623-04519-8) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業の進行に合わせて、映像等の視聴覚映像を多く用いる。 

 

注意事項（Notice） 
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■FH150 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

現代社会の諸相 

(Aspects of Modern Society) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 

「いのち」「暮らし」「コミュニティ/コミュニケーション」の視点から現代社会の現状と課題を

学ぶ 

担当者名 

（Instructor） 
空閑 厚樹(KUGA ATSUKI) 

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） 
CMP1100 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

2016 年度以降 1 年次入学者対象科目 

学びの精神科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

気候変動、生命操作技術の発達は現代社会の基盤となってきた価値観を揺るがしています。そのような現状と課題を理解し、こ

れらの課題を向き合う具体的方法を学ぶことが授業の目的です。 

 

授業の内容（Course Contents） 

生命倫理、環境倫理の視点から、現代社会の主要課題の一つである持続可能性を理解するための背景、現状、論点を学びま

す。また、具体的理解を深めるために日常の暮らし、その暮らしの場であるコミュニティ、そこでのコミュニケーションのあり方を批

判的に検討します。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入 

2. 現代社会の課題（１）背景 

3. 現代社会の課題（２）現状 

4. 現代社会の課題（３）主要論点 

5. 社会の持続可能性について（１）背景 

6. 社会の持続可能性について（２）現状 

7. 社会の持続可能性について（３）主要論点 

8. コミュニティをめぐる課題 

9. コミュニケーションをめぐる課題 

10. グローバリゼーションとローカリゼーション（１）グローバルの視点からの検討 

11. グローバリゼーションとローカリゼーション（２）ローカルな視点からの検討 

12. グローバリゼーションとローカリゼーション（３）価値観の検討 

13. 代替案の検討 

14. まとめ 

 

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

Blackboardにアップする資料は授業前、授業後に必ず読んでおくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(45%)/リアクションペーパー(35%)/授業貢献度(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FH151 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

現代社会の諸相 

(Aspects of Modern Society) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
「現代」を多角的に読み解く 

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） 
CMP1100 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

2016 年度以降 1 年次入学者対象科目 

学びの精神科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「現代社会」を成立させている、それに先行する歴史を認識すること。 

そのうえで、「現代社会」の価値観に対し、多角的な視点を持ちうること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

「現代社会」に関して、比較的新しいと思われる諸テーマを設定し、それについての読解をおこなってみる。 

その際、そこで扱われる諸事象について、歴史的視点、社会構造的把握、政治権力とその対抗軸の設置といった、多角的かつダ

イナミズムをもった視点からそれらを扱ってゆく。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. リベラルかソーシャリズムか――グローバルとポストグローバルの政治 １ 

3. リベラルかソーシャリズムか――グローバルとポストグローバルの政治 ２ 

4. 市民社会とその外部――政治とイデオロギー 

5. 人種主義、差別主義、エクストリームライトについて 

6. 優生学の問題点 １ 

7. 優生学の問題点 ２ 

8. 平等の政治――ジャック・ランシエールの「政治」から  

9. エコロジカルな視点から「再生産」を捉える――生殖と家族 

10. 兵士と戦争 １ ホモサケル 

11. 兵士と戦争 ２ 犠牲について 

12. anthropocene（新生人類）について 

13. katechon（カテコン） について 

14. ユートピア主義について 

 

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

受講後、テキストの該当箇所およびノートを読み返すこと、および講義中紹介した文献を探索するなど心がけてほしい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(60%)/出席兼小レポート(40%) 

試験時間中にレポートを作成する形式にしたいと考えています。 

 

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)） 

映像等の視聴覚資料を多く用いる。その際、リアクションペーパーを配布し、それについて意見・感想等を記述してもらう。 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 778 - 

■FH152 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自然科学の探究 

(Quest for Natural Science) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
数学・物理・化学における基本理念・方法論 

担当者名 

（Instructor） 

野呂 正行(NORO MASAYUKI) 

平山 孝人(HIRAYAMA TAKATO) 

原田 知広(HARADA TOMOHIRO) 

田口 真(TAGUCHI MAKOTO) 

田渕 眞理(TABUCHI MARI) 

森本 正和(MORIMOTO MASAKAZU) 

山中 正浩(YAMANAKA MASAHIRO) 

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） 
CMP1100 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

2016 年度以降 1 年次入学者対象科目 

学びの精神科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

数学・科学の具体的題材を通して科学の成り立ち・現代社会における位置づけ・科学的思考法を学び、自然科学における基本的

な理念や方法論を理解する。また、高度に発展していく自然科学に対するビジョンを得る。この科目は、導入期における「学びの

精神」の科目群の１つである。 

 

授業の内容（Course Contents） 

数学・物理・化学の３分野に対して、いくつかの基本となるテーマを通して、自然科学が過去から現在までにいたる大きな発展を

導いた基本理念や方法論を学んでいく。数学では素数にまつわる話題、物理では宇宙・地球・物質の物理、化学では化学物質の

キラリティや光化学、ナノテクノロジーを取り上げる。 個々の分野において、まずはその不思議さに驚き、そこに現れる興味深い

性質を堪能し、自然科学に対する知的好奇心を励起して欲しい。これらの学習を通じて、自然科学の基本的な理念を理解し、高

度に発展していく自然科学に対するビジョンを得ることができるであろう。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 数学編：素数 〜整数を積の基本単位に分割する〜 

3. 数学編：整数の合同 ～暦と時刻の考え方～ 

4. 数学編：整数の素因数分解とセキュリティ ～数学と現実社会とのかかわり～ 

5. 数学編：補足と小テスト 

6. 化学編：ナノテクノロジーとナノバイオ計測～先端材料・計測が拓くナノの領域～ 

7. 化学編：キラルとは～化学物質と生命の多様性～ 

8. 化学編：光と色の化学～光と化学物質が織りなす世界～ 

9. 化学編：まとめと小テスト 

10. 物理編：身近な物理 〜身の回りの自然現象を物理的に考える〜 

11. 物理編：時空観の変遷 ～絶対時間・絶対空間から重力波へ～ 

12. 物理編：研究者の楽園南極 〜探検の時代から科学観測へ〜 

13. 物理編：原子物理学 〜原子を「観る」方法〜、小テスト 

14. まとめ 

 

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

受講にあたり、数学・物理・化学についての特段の知識を前提としない。しかし、講義に啓発され、関連する高校で学習した分野

を復習することで、多いに理解が進むであろう。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(50%)/小テスト・リアクションペーパー(50%) 

毎回、リアクションペーパーを提出する。数学・物理・化学の分野ごとに小テストを行う。平常点は小テストの点数だけではなく、授

業にのぞむ姿勢やリアクションペーパーの内容も加味する。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし。 

 

参考文献（Readings） 

授業中に適宜紹介する。 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

板書・プリント資料・視覚教材（スクリーン投影）を用いる。 

提出されたリアクションペーパーについて次回授業時にフィードバックを行う。  

 

注意事項（Notice） 
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■FH153 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自然科学の探究 

(Quest for Natural Science) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
数学・物理・化学における基本理念・方法論 

担当者名 

（Instructor） 

平山 孝人(HIRAYAMA TAKATO) 

原田 知広(HARADA TOMOHIRO) 

田口 真(TAGUCHI MAKOTO) 

田渕 眞理(TABUCHI MARI) 

山中 正浩(YAMANAKA MASAHIRO) 

横山 和弘(YOKOYAMA KAZUHIRO) 

森本 正和(MORIMOTO MASAKAZU) 

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） 
CMP1100 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

2016 年度以降 1 年次入学者対象科目 

学びの精神科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

数学・科学の具体的題材を通して科学の成り立ち・現代社会における位置づけ・科学的思考法を学び，自然科学における基本的

な理念や方法論を理解する。また，高度に発展していく自然科学に対するビジョンを得る。この科目は，導入奇における「学びの

精神」の科目群の１つである。 

 

授業の内容（Course Contents） 

数学・物理・化学の３分野に対して、いくつかの基本となるテーマを通して、自然科学が過去から現在までにいたる大きな発展を

導いた基本理念や方法論を学んでいく。数学では素数にまつわる話題、物理では宇宙・地球・物質の物理、化学では化学物質の

キラリティや光化学、ナノテクノロジーを取り上げる。個々の分野において、まずはその不思議さに驚き、そこに現れる興味深い性

質を堪能し、自然科学に対する知的好奇心を励起して欲しい。これらの学習を通じて、自然科学の基本的な理念を理解し、高度

に発展していく自然科学に対するビジョンを得ることができるであろう。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 物理編：身近な物理 〜身の回りの自然現象を物理的に考える〜 

3. 物理編：時空観の変遷 ～絶対時間・絶対空間から重力波へ～ 

4. 物理編：研究者の楽園南極 〜探検の時代から科学観測へ〜 

5. 物理編：原子物理学 〜原子を「観る」方法〜，小テスト 

6. 数学編：素数 〜整数を積の基本単位に分割する〜 

7. 数学編：整数の合同 〜暦と時刻の考え方〜 

8. 数学編：整数の素因数分解とセキュリティ 〜数学と現実社会との関わり〜 

9. 数学編：補足と小テスト 

10. 化学編：ナノテクノロジーとナノバイオ計測～先端材料・計測が拓くナノの領域～ 

11. 化学編：キラルとは～化学物質と生命の多様性～ 

12. 化学編：光と色の化学～光と化学物質が織りなす世界～ 

13. 化学編：補足と小テスト 

14. まとめ 

 

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

受講にあたり、数学・物理・化学についての特段の知識を前提としない。しかし、講義に啓発され、関連する高校で学習した分野

を復習することで、多いに理解が進むであろう。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(50%)/小テスト・リアクションペーパー(50%) 

毎回、リアクションペーパーを提出する。 数学・物理・化学の分野ごとに小テストを行う。平常点は出席点と小テストの点数だけで

はなく、授業にのぞむ姿勢やリアクションペーパーの内容も加味する。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし。 

 

参考文献（Readings） 

授業中に適宜紹介する。 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

板書・プリント資料・視覚教材（スクリーン投影）を用いる。提出されたリアクションペーパーについて次回授業時にフィードバックを

行う。 

 

注意事項（Notice） 
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■FH154 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自然科学の探究 

(Quest for Natural Science) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
生命科学における基本理念・方法論 

担当者名 

（Instructor） 

花井 亮(HANAI RYO) 

岡 敏彦(OKA TOSHIHIKO) 

眞島 恵介(MASHIMA KEISUKE) 

堀口 吾朗(HORIGUCHI GOROU) 

榊原 恵子(SAKAKIBARA KEIKO) 

松山 伸一(MATSUYAMA SHINICHI) 

木下 勉(KINOSHITA TSUTOMU) 

山田 康之(YAMADA YASUYUKI) 

末次 正幸(SUETSUGU MASAYUKI) 

塩見 大輔(SHIOMI 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） 
CMP1100 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

2016 年度以降 1 年次入学者対象科目 

学びの精神科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

生命科学における基本的な理念や方法論を理解し、日々高度に発展していく生命科学に対する知識やビジョンを得る。また、現

代の生命科学に関する諸問題をより理解できるようになることが期待される。 

 

授業の内容（Course Contents） 

授業は理学部生命理学科の教員によるオムニバス形式で行い、各教員がそれぞれのテーマに関して解説する。これらの授業を

通じて、生命科学の基本的な理念を理解し、ビジョンを得ることができるであろう。各授業の終わりに、小テストを行うことがある。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 地球上生物に共通の仕組み（花井） 

2. 分子としての DNA（花井） 

3. タンパク質とその働き（山田） 

4. つくって理解する生物学（末次） 

5. 母からもらったミトコンドリア（岡） 

6. ミトコンドリアから見る疾患（岡） 

7. 生命の起源（塩見） 

8. 植物の起源（榊原） 

9. 植物の葉はなぜ平らなのか？（堀口） 

10. 一つの細胞から形をつくる（木下） 

11. アレルギー（真島） 

12. インフルエンザウイルスとヒト免疫不全ウイルス（真島） 

13. 腸内細菌（松山） 

14. まとめ（花井） 

 

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

講義の前に各自がテーマについて簡単に調べておくと授業の理解が深まる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(50%)/リアクションペーパー、小テスト(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

パワーポイントを用いた講義が中心である。 

フィードバックは次回授業で行う。 
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注意事項（Notice） 
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■FH155 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

身体科学からの学び 

(Learning from physical science) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
現代人とサプリメント 

担当者名 

（Instructor） 
杉浦 克己(SUGIURA KATSUMI) 

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） 
CMP1100 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

2016 年度以降 1 年次入学者対象科目 

学びの精神科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

現代人にとってますます身近になりつつあるサプリメントについて，最新の話題を含めて多角的に検証し，健康に生きるための基

本的知識を身につける。 

 

授業の内容（Course Contents） 

サプリメントと総称される健康食品について学ぶ前に，栄養学や食事の基本について理解する。その上で，健康食品に関わる法

律，安全性，有効性，添加物，表示，そして目的別にどのような商品（成分）があるのかを学び，氾濫する関連情報にいかに対処

して真実を見極めていくかを考える。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. サプリメントとは何か 

2. サプリメントの歴史と分類 

3. 栄養学の基礎 

4. 食事摂取基準と食事バランスガイド 

5. サプリメントの評価（安全性・有効性） 

6. サプリメントに関する法律 

7. サプリメントのマーケティング 

8. ダイエットとサプリメント 

9. 生活習慣病とサプリメント 

10. アンチエイジング（抗老化）とサプリメント 

11. スポーツとサプリメント 

12. フードファディズムと企業の倫理 

13. プラセボ効果，大学生とサプリメント 

14. まとめ 

 

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

テキストは配布以降に毎回予習すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(60%)/出席およびリアクションペーパー(40%) 

なお、３／４以上の出席をしていない場合は、成績評価の対象としない。 

 

テキスト（Textbooks） 

2 回目の授業時にテキストを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FH156 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

身体科学からの学び 

(Learning from physical science) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
ウエルネスの科学 

担当者名 

（Instructor） 
杉浦 克己(SUGIURA KATSUMI) 

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） 
CMP1100 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

2016 年度以降 1 年次入学者対象科目 

学びの精神科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

現在，国内で動いている健康に対する考えと取組みを理解し，人間の幸せとは何かを多面的に掘り下げ，個の価値観を尊重す

る考え方を身につける。 

 

授業の内容（Course Contents） 

運動・栄養・休養，喫煙・アルコール，ストレス，そしてやせ願望，肥満と生活習慣病，感染症という基礎的知識を理解した上で，

勉強，仕事，結婚，家庭，老化，死という流れに沿って，健康を環境や社会とのつながりという大きな視点と，自分自身の生き方

や態度という全人的尺度で捉え論じていく。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス，ヘルスプロモーション 

2. ウエルネスとは何か 

3. ライフプランニング，休養・睡眠の科学 

4. 食文化 

5. 健康・スポーツ・ダイエットのための栄養学 

6. スポーツ・運動とダイエット・メタボ・ロコモ 

7. 学生と性・結婚観 

8. 笑いとストレスマネジメント 

9. 感染症と医療 

10. 薬物乱用･依存 

11. アルコールとタバコ，タイムマネジメント 

12. 環境の科学 

13. 人生のミッションとウエルネス 

14. まとめ 

 

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

テキストは配布以降に毎回予習すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(60%)/出席およびリアクションペーパー(20%)/宿題などの提出物(20%) 

なお、３／４以上の出席をしていない場合は、成績評価の対象としない。 

 

テキスト（Textbooks） 

2 回目の授業時にテキストを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

特になし 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FH157 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

身体科学からの学び 

(Learning from physical science) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
身近な疾患から医学を学ぶ 

担当者名 

（Instructor） 
加藤 晴康(KATO HARUYASU) 

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） 
CMP1100 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

2016 年度以降 1 年次入学者対象科目 

学びの精神科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

医学的な知識は、自分の身体を知るうえで、重要な知識である。現在は、インターネットにより、医学的情報が氾濫している。しか

し、この医学的情報が必ずしも正確であるとは限らない。そこで、医学的情報を得る試みを行い、医学的知識を得るとともに、情

報収集に関する問題点を検討する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

できるだけ身近なケガや疾患を例に挙げて、そのケガや疾患に対して、自分で情報収集を行い、それを発表や報告を行う。実際

の医療の現場で行われていることと、情報収集したことを比較検討する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. はじめに 

2. 腰が痛い 

3. 首が痛い 

4. 肩がはずれた 

5. スポーツ選手の足の痛み 

6. 膝に水が溜まる 

7. 膝の靭帯が切れた 

8. 骨折、骨が弱い、骨粗しょう症 

9. 頭を打ってしまった 

10. 突き指 

11. ももかん、ももかつ 

12. 肉離れ 

13. ケガの予防 

14. まとめ 

 

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

基本的に毎授業時に課題を出すので、それを Blackboardに提出する。詳細は授業内で説明する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(65%)/毎授業時に課される小レポートの評価(35%) 

提出が課されたすべての小レポートのうち、１／３以上が未提出の場合は D 評価となる。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

注意：授業評価の対象となる小レポートは，Blackboardを使用して提出する必要がある。また，この小レポートの提出期限は毎授

業日の 23時 59 分までであり，これ以降は一切受け付けないので注意すること。したがって，毎週授業後に Blackboardへのアク

セスが必要となる。 

 

注意事項（Notice） 
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■FH158 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

現代心理学からの学び 

(Learning from Contemporary Psychology) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
科学的なこころの見方を学ぶ 

担当者名 

（Instructor） 
川越 敏和(KAWAGOE TOSHIKAZU) 

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） 
CMP1100 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

2016 年度以降 1 年次入学者対象科目 

学びの精神科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

基礎的心理学や認知神経科学についての学びを通して、こころやヒトの新たな見方を身につける。 

 

授業の内容（Course Contents） 

学問は、大きく基礎と応用の 2 種に区分される。心理学にも基礎の分野があり、目に見えない「こころ」を数値化して科学する。本

授業では、こころを科学する方法について様々な心理学の分野を横断的に概説する。また、いわゆる「脳科学」の視点を積極的

に取り入れ、こころと脳のつながりを学ぶ。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 心理学概説～歴史を中心に 

3. 認知神経科学概説～いわゆる「脳科学」 

4. 視覚～ものをみる 

5. 聴覚～ものをきく 

6. 体性感覚・運動～身体での入力と出力 

7. 注意～積極的に処理する 

8. 記憶～覚える 

9. 情動～いわゆる「心」 

10. 言語～理解する・伝える 

11. 進化・比較～動物のこころ 

12. 発達～赤ちゃんのこころ 

13. 社会～他人のこころ 

14. 総括 

 

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

適宜指示する 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(80%)/コメントペーパーの内容(20%) 

3 分の 2 以上出席をしていないものは評価の対象としない。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FH159 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

現代心理学からの学び 

(Learning from Contemporary Psychology) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
精神的健康の多元的理解 

担当者名 

（Instructor） 
嘉瀬 貴祥(KASE TAKAYOSHI) 

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） 
CMP1100 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

2016 年度以降 1 年次入学者対象科目 

学びの精神科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

本授業では，心理学の研究法と概念や理論の学習を行う。そのうえで，日常場面における自分自身や他者の言動について客観

的に理解するための枠組みとして，これらの知見を活用できるようになることを目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

日常生活で生じる様々な問題に個人が対処し，精神的健康の向上や自己実現を達成する過程には，心理社会的能力，社会的

資源，性格特性など多様な要因が関わりを持つ。これらに関連する概念や理論を，健康心理学，パーソナリティ心理学，社会心

理学，教育心理学といった様々な領域から紹介し，統合していく。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス（授業の概説，ねらい，評価方法など） 

2. 心理学研究法（1）：量的研究 

3. 心理学研究法（2）：質的研究 

4. 精神的健康（1）：現代社会の特徴 

5. 精神的健康（2）：ストレス・マネジメント 

6. 性格特性（1）：類型論，特性論 

7. 性格特性（2）：知性，歪み 

8. 動機づけ（1）：動機づけ 

9. 動機づけ（2）：目標設定，行動変容 

10. 対人関係：バランス理論，社会的役割，集団心理 

11. 心理社会的能力（1）：個人的スキル 

12. 心理社会的能力（2）：対人スキル 

13. 心理社会的能力（3）：トレーニングと健康教育 

14. 総括（概念や理論の統合） 

 

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

授業中に適宜指示します。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(70%)/授業内小レポート(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業中にプリントを配布して使用します。 

 

参考文献（Readings） 

授業内で適宜紹介します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FH160 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

現代心理学からの学び 

(Learning from Contemporary Psychology) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
我々は映画の何を見て何を見ていないのか 

担当者名 

（Instructor） 
万田 邦敏(MANDA KUNITOSHI) 

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） 
CMP1100 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

2016 年度以降 1 年次入学者対象科目 

学びの精神科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

劇映画の構造を「語りの具体」という観点から考察する。その映画作品は何についての映画なのか。その何を、どのように見せて

いるのか。その何から、何が読めるのか。 

映画作品を見て「語りの具体」に敏感になることを目指す。 

 

授業の内容（Course Contents） 

まず断っておくが、この授業ではいかなる心理学もいっさい扱わない。 

授業では映画作品を見て、その映画の「語りの具体」を検証する。授業内容は決して難解なものではないが、「語りの具体」が見

えてくるまでには時間がかかる。というか、私たちはそれを見ているのに見ていたことを忘れる。忘れないとじつは映画が見られ

ないからだ。ここにやっかいな問題が存在する。ついに最後まで見えなかったという者も続出する。その場合、成績は当然「D」と

なってしまう。その点については情けを掛けないので要注意。 

 

 

なお以下の授業計画は、あくまで予定。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 参考作品断片映写。導入として、映画を「見る」ことの「現場」を実感する。 

2. 参考作品（１）映写 

3. 参考作品（１）現場検証と考察（１） 

4. 参考作品（１）現場検証と考察（２） 

5. 参考作品（２）映写 

6. 参考作品（２）現場検証と考察（１） 

7. 参考作品（２）現場検証と考察（２） 

8. 参考作品（３）映写 

9. 参考作品（３）現場検証と考察（１） 

10. 参考作品（３）現場検証と考察（２） 

11. 参考作品（４）映写 

12. 参考作品（４）現場検証と考察（１） 

13. 参考作品（４）現場検証と考察（２） 

14. まとめ 

 

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

授業でタイトルを挙げた映画を見ておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

見ておくべき映画を提示することがある。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

なし 

 

注意事項（Notice） 
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■FH161 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

アジア地域での平和構築 

(Peace Building in Asia) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
日本の戦争と植民地支配 

担当者名 

（Instructor） 
高 成鳳(KOU SONBON) 

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） 
CMP1100 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

2016 年度以降 1 年次入学者対象科目 

学びの精神科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

歴史を動かす要因と歴史が持つ今日的意味について考えながら、歴史を複眼的に考察することで、現在の日本と世界との関係

を理解するための広い視座を養うことを目指す。 

 

授業の内容（Course Contents） 

歴史を知り、その今日的意味を考えることは、国家間民族間の対立を乗り越え平和構築へと踏み出すための第一歩だと考えま

す。近代化と国民国家形成で他のアジア諸国に先んじた日本は、周辺アジア諸地域とどのような関係を築いてきたのか。この授

業では、近代以降の日本の戦争と植民地の歴史を軸に、歴史を動かす要因とその今日的意味について考えながら、日本の近代

史を読み解いていきます。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. はじめに 歴史を複眼的に見る 

2. 近代の世界と「帝国」 

3. 日清戦争と台湾 

4. 日露戦争と朝鮮 

5. 日中戦争と「満洲」 

6. 近代日本と沖縄 

7. 内地の外地人と外地の内地人 

8. 近代日本の自画像、「観光」の眼差し 

9. 日本とアジア、共有する近代 

10. 日本版ファシズムと総力戦体制 

11. アジア太平洋戦争と植民地 

12. 戦争責任を考える 

13. 戦争、植民地 記憶の継承と和解への道 

14. むすびにかえて 戦争と植民地史再考 

 

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

各回の授業終了時に次回授業で取り上げるテーマとそのポイントについて説明します。 受講者はこれらについて自身の理解と

疑問点を簡単に整理の上、授業に臨んでください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(70%)/出席状況およびリアクションペーパー(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特に指定せず。授業内で資料，プリントを配布。 

 

参考文献（Readings） 

授業内で適宜紹介。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

秋学期開講科目「アジア地域での平和構築 戦後冷戦と日本の東北アジア外交」も参照してください。 

 

注意事項（Notice） 
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■FH162 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

アジア地域での平和構築 

(Peace Building in Asia) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
戦後冷戦と日本の東北アジア外交 

担当者名 

（Instructor） 
高 成鳳(KOU SONBON) 

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） 
CMP1100 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

2016 年度以降 1 年次入学者対象科目 

学びの精神科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

歴史を動かす要因と歴史が持つ今日的意味について考えながら、歴史を複眼的に考察することで、現在の日本と世界との関係

を理解するための広い視座を養うことを目指す。 

 

授業の内容（Course Contents） 

歴史を知り、その今日的意味を考えることは、国家間民族間の対立を乗り越え平和構築へと踏み出すための第一歩だと考えま

す。20 世紀後半の東西冷戦は、世界的には危機の常態化の一方で戦後日本の繁栄の基盤でもあった。この授業では、冷戦体

制と戦後日本のアジア外交の推移を、外交を動かす世論や経済的動機等も交えて検証し、歴史を動かす要因とその今日的意味

について考えながら、日本の現代史を読み解いていきます。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. はじめに 歴史を複眼的に見る 

2. 敗戦 戦後日本の始動 

3. 講和と東西冷戦 

4. 冷戦と分断 台湾海峡 

5. 冷戦と分断 朝鮮半島 

6. 日韓条約締結まで 

7. 日中国交回復と台湾 

8. 高度経済成長の光と影 

9. アジア諸国の経済成長と民主化 

10. 戦後日本と沖縄 

11. 冷戦と在日米軍基地 

12. 脱冷戦・グローバル化再考 

13. 協調と反目 日本と東北アジア 

14. むすびにかえて 日本と東北アジア、世界のこれから 

 

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

各回の授業終了時に次回授業で取り上げるテーマとそのポイントについて説明します。 受講者はこれらについて自身の理解と

疑問点を簡単に整理の上、授業に臨んでください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(70%)/出席状況およびリアクションペーパー(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特に指定せず。授業内で資料，プリントを配布。 

 

参考文献（Readings） 

授業内で適宜紹介。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

春学期開講科目「アジア地域での平和構築 日本の戦争と植民地支配」も参照してください。 

 

注意事項（Notice） 
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■FH163 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

アジア地域での平和構築 

(Peace Building in Asia) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
東アジアにおける都市空間の再生と若者 

担当者名 

（Instructor） 
福島 みのり(FUKUSHIMA MINORI) 

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） 
CMP1100 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

2016 年度以降 1 年次入学者対象科目 

学びの精神科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

都市・地方を問わず「地域の再生」という社会的課題は、ある地域を持続可能な社会に発展させていく上での主要なテーマの一

つとなっており、そこには「人々の関わり合い」が重要なポイントとなっている。本講義は、第一に東アジア地域において近年注目

されている主要な都市の再生にはどのような経緯が存在し、そこには市民・若者がどのように関わってきたのかについて学習す

る。第二に、過去の事例から持続可能な社会を作りあげる上での課題およびその解決策について共に考え、今後の都市空間の

実践に役立てることを授業の目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

第一に、指定テキストを中心に、東京、ソウル、上海、横浜、仁川など近年注目されている都市空間の再生の経緯と課題(グロー

バル・シティ／文化芸術・市民参画等)についての内容を確認する。第二に、20、30 代の若者世代が都市の再生に深く関わってい

る事例や 2020 年東京オリンピックに向けた東京都の再生計画等、今後若者世代がどのように都市の再生に関わっていくことが

できるのか等のテーマを中心に取り上げ、必要に応じてフィールドワークとディスカッションを行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス(授業内容・授業の進め方) 

2. 「都市再生」を読み解くキーワード概説 

3. グローバル化と都市の再編①東京 

4. グローバル化と都市の再編②(ソウル・上海) 

5. グローバル化と都市の再編③(人々の暮らしの変化) 

6. 文化芸術と都市の再生①(横浜) 

7. 文化芸術と都市の再生②(ソウル・釜山・上海) 

8. 文化芸術と都市の再生③(人々の暮らしの変化) 

9. 都市再生と市民参画①(郊外化) 

10. 都市再生と市民参画②(再都市化) 

11. 市民運動とまちづくり①(東京) 

12. 市民運動とまちづくり②(ソウル・水原) 

13. 東京オリンピックと都市の再生① 

14. 東京オリンピックと都市の再生② 

今学期のまとめ 

 

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

発表・レポートの準備とともに、授業で扱う都市や地域、自分が住んでいる地域、若者が多く集まる地域等を、授業との関連から

フィールドワークするように心がける。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(50%)/授業中の課題(発表・小レポート)(30%)/出席兼コメントペーパーの内容(なお、3/4 以上の出席をし

ていない場合は、成績評価の対象としない。）(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 田島夏与・石坂浩一・松本康・五十嵐暁郎編、2014、『再生する都市空間と市民参画』、クオン 

 

参考文献（Readings） 

1. 松本康編、2014、『都市社会学・入門』、有斐閣アルマ 

2. 速水健朗、2016、『東京β 更新され続ける都市の物語』、筑摩書房 

3. 橋本健二、2011、『階級都市‐格差が街を侵食する』、ちくま新書 

4. 野澤千絵、2016、『老いる家 崩れる街 住宅過剰社会の末路』、講談社現代新書 

5. 東浩紀・大山顕、2016、『ショッピングモールから考える ユートピア・バックヤード・未来都市』、幻冬舎新書 

6. 隈研吾・清野由美、2008、『新・都市論 TOKYO』、集英社新書 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FH164 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

グローバル社会での平和構築 

(Peace Building in a Global Society) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
国際貢献をめぐるスウェーデン政治外交史 

担当者名 

（Instructor） 
清水 謙(SHIMIZU KEN) 

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） 
CMP1100 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

2016 年度以降 1 年次入学者対象科目 

学びの精神科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

国際紛争、内戦、移民／難民、トランスナショナルな脅威など、現代の国際政治において様々な問題群が存在する。混沌とした

国際社会がどのように収斂されていくのか未だ見えない中で、グローバル社会における今日的課題を体系的に理解し、問題発

見・問題解決の方法を修得していく。 

 

授業の内容（Course Contents） 

スウェーデンは「積極的外交政策」の名で知られる人権、平和、軍縮を推進する外交を展開してきたが、なぜスウェーデンは積極

的に国際貢献をするようになったのだろうか。また、どのような貢献をしてきたのだろうか。本講義は、スウェーデンの「積極的外

交政策」を通して、グローバル社会における平和構築の手段を体系的に読み解いていく。授業ではスウェーデンを中心に扱うが、

受講生の関心や興味をできるだけ汲み取り、平和構築の理論や多くの国・地域の事例を取り入れていきたい。また、受講生の人

数によってはアクティヴ・ラーニングを取り入れて、紛争解決の手法を体験できるようなロールプレイも用意する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス：平和とは何か？ 

2. なぜスウェーデンを学ぶのか？ 

3. 優生学の克服から「開かれた社会」へ 

4. スウェーデンの国連加盟と紛争地での平和構築 

5. 「積極的外交政策」の形成と発展 

6. パルメ首相の誕生と「国際的連帯」への道 

7. 冷戦の終焉と新しい戦争 

8. 紛争をどのように解決するのか？ 

9. 移民／難民をスウェーデンはどのように受け入れてきたか？ 

10. 「移民の安全保障化」：多文化主義の危機？ 

11. テロとの戦いとスウェーデン 

12. なぜ移民／難民はスウェーデンを目指すのか？ 

13. スウェーデンの現状と課題 

14. まとめ 

 

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

参考文献の講読と国際ニュースのチェックなど 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(70%)/コメントカード(30%) 

出席が 3/4 に満たない場合、成績評価の対象としない。筆記試験は持ち込み不可。 

 

テキスト（Textbooks） 

特になし。 

 

参考文献（Readings） 

受講者の関心を汲み取りながら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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■FH165 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

グローバル社会での平和構築 

(Peace Building in a Global Society) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
アジアと私たちの平和 

担当者名 

（Instructor） 
堀 芳枝(HORI YOSHIE) 

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） 
CMP1100 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

2016 年度以降 1 年次入学者対象科目 

学びの精神科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

（１）平和学（研究）における基本的な概念を整理し、説明することができる。 

（２）グローバル社会におけるさまざまな構造的暴力に気づき、その構造について自分の言葉で説明することができる。 

（３）民族紛争、難民問題について、その発生と原因、解決に向けたの国家の援助政策（ODA）、NGOの役割、国際機関などがど

のような対応をしているのかを理解し、説明することができる。 

（４）アジアにおける近代国家、民族（ナショナリズム）、戦争と平和の歴史についての理解を深める。 

 

授業の内容（Course Contents） 

平和とは単に戦争やテロがない状態をいうのではなく、構造的暴力（貧困や偏見・差別によって生じる不平等や権力の非対称性

など）のない状態をいう。今日のグローバル社会の中で、どのような構造的暴力があるのか、なぜテロや民族紛争がおこるのか。

簡単に歴史を踏まえながら、平和の実現について考えてゆく授業である。※NGOの方を招へいして特別授業をするつもりですの

で、相手のスケジュールによって、授業の順番が変更することがあります。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ・ガイダンス（授業の展開とテキスト、評価方法、予習と復習について 

・平和学の成立と主要な概念について 

2. ＜ファストファッション（低価格の洋服）は、どのようにつくられるのか＞ 

・ファストファッションを身にまとう私たち 

・低価格の洋服を誰がどのようにつくっているのか 

・価格を追求した結果、現場ではどのような悲劇がおこったのか 

・バングラディシュの女性と私たち 

3. ＜モノから考えるグローバル経済と私たち＞ 

・豊かな国と貧しい国のモノの交換－帝国主義と植民地 

・途上国でモノをつくって先進国に売る－新国際分業 

・私たちがつくるグローバル経済－フェアトレードと民衆交易 

4. アジアの農民の自立を支え、私たちとつながるフェアトレード（民衆交易）の NGOで働くということ － APLAのスタッフをお

招きして 

5. ＜NGO と社会開発＞ 

・NGO とは何か（デービッド・コーテンの 4 つの分類より） 

・日本の NGO と市民社会の歩みを振り返る 

・NGOの意義と課題 

6. 世界を知り、その問題解決について考え、行動できるようになるということ －ピース・ボートのスタッフをお招きして 

7. ＜アジアの貧困と NGO＞ 

・タイのストリートチルドレンと児童労働 

・その原因と構造 

・タイ政府の対応 

・ユニセフや NGOの対応 

・今日の課題 

8. ＜では、どうしたらいいのか－もう一つの発展＞ 

・内発的発展論 

・持続可能な開発 

・地域の取り組み 

9. ＜日本の政府開発援助（ODA)について＞ 

・日本の ODAの歴史 

・ODAの仕組みと特徴 

・日本の ODAの課題 

・安全保障戦略に組み込まれた ODA 

・援助の在り方について考えてみよう 

10. ＜グローバル時代の民族紛争と平和構築＞ 
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・冷戦の終結と地域紛争の勃発 

・平和構築とは 

・人道的介入について考えてみよう 

11. ＜世界を揺るがす難民問題＞ 

・難民とは 

・移民、難民、国内難民 

・国際社会は難民に対してどのように対応してきたのか 

・シリア難民と EUの難民政策 

・日本の難民政策 

12. ＜アジアの戦争と平和の歴史を振り返る＞ 

・帝国主義と植民地 

・アジアの民族運動（インド、ベトナム、中国など） 

13. ＜日本とアジアの歴史＞ 

・近代国家をめざす日本 

・東アジアと日本、東南アジアと日本 

・歴史から何を学ぶのか 

14. これまでの授業の振り返り 試験範囲アナウンスなど 

 

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

授業で指示しますが、テキストとしてあげた『学生のためのピース・ノート２』の中から、授業の復習として関連する章、補足として

読んでもらいたい章について「1000 字要約レポート」を適宜宿題に出す予定です。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(70%)/授業参加度(15%)/復習レポート(15%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 堀芳枝編、2015、『学生のためのピース・ノート２』、コモンズ 

 

参考文献（Readings） 

授業で適宜紹介します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FH166 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

グローバル社会での平和構築 

(Peace Building in a Global Society) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 

グローバリゼーションと地域社会の変容 

―国際協力と市民社会ー 

担当者名 

（Instructor） 
島﨑 裕子(SHIMAZAKI YUKO) 

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） 
CMP1100 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

2016 年度以降 1 年次入学者対象科目 

学びの精神科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

グローバリゼーションを背景に国際社会にもたらされる貧困、環境、食糧、人権などの諸問題（グローバルイシュー）を理解する。

先進国と途上国との関係性を捉えながら、政府、国際機関、NGOなど多様なセクターによる国際協力のありかたを学び、現代に

おける平和への道すじを探る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

本科目は「国際開発とは何か」、「持続的可能な発展とは何か」、「平和とは何か」を考える。さらに、概念や関係諸理論を整理しな

がら、映像や事例、実際の教材・資料などを通して、国際協力の現場におけるアプローチを考察する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス：本講義の目的と概要 

2. グローバリゼーションと社会構造 

3. 国際協力におけるセクターと役割 

4. 理論的枠組み①現代の貧困とは何か 

5. 理論的枠組み②国際社会と貧困 

6. グローバリゼーションと資源：食糧 

7. グローバリゼーションと人の移動 

8. グローバリゼーションと教育 

9. グローバリゼーションと紛争 

10. グローバリゼーションと人権 

11. グローバリゼーションと社会的排除 

12. 国際協力と市民社会① 

13. 国際協力と市民社会② 

14. まとめ 

 

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

課題（英語文献／資料講読）に関しては、随時授業内で伝える。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(60%)/課題（10%×2 回）(20%)/出席兼コメントペーパーの内容(20%) 

なお 2/3 以上の出席が単位取得の条件となる。筆記試験は持込不可。 

 

テキスト（Textbooks） 

特になし。 

 

参考文献（Readings） 

随時、授業内で紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FH167 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

大学生の学び・社会で学ぶこと 

(A Guide to Service Learning and Civic Engagement) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
社会に関わり、「テーマ」を持って生きる 

担当者名 

（Instructor） 
藤井 満里子(FUJII MARIKO) 

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） 
CMP1100 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

2016 年度以降 1 年次入学者対象科目 

学びの精神科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

大学での学習が、社会の現実を理解し、また課題を発見するための基礎であることを学ぶ。また課題を解決するために、社会の

課題に関わり、活動する視点と態度を習得することを目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

この科目は立教サービスラーニング（ＲＳＬ）科目群のひとつである。ＲＳＬはコミュニティを理解し、コミュニティに関わる能力を習

得することをとおしてシティズンシップ（市民性）を習得することを目的とする。そこで、この授業の前半は、本学学生にとって４年

間生活するコミュニティである立教大学の歴史や大学が学生に期待する正課教育や正課外教育での学びと人間的成長について

講じる。 

授業の後半は、学ぶことの意義や自らの「テーマ」をどの様に構築していくのかを考える。それらを深めるために、この授業では、

講義に加え、受講生どうしのディスカッション、ゲストスピーカーからの話などにより、社会に関わって生きるための「志」を持つこと

を意識した授業展開を行う。とくに、毎回の授業において、自ら考え、言葉にすることを重視するため、積極的な受講態度を求め

る。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

～授業のねらい、進め方、受講に際しての準備～ 

2. 聖公会（Anglican Communion）および立教大学の歴史と建学の精神 

～立教大学コミュニティの成り立ちとポリシー～ 

3. 正課外活動（授業外の活動）における立教生の学び  

～ボランティア活動をとおした学び／ボランティアセンターの活動紹介～ 

4. 正課教育（授業）のめざすものと立教生の学び 

～学習から学修へ／専門性にたつ教養人の育成～ 

5. 立教サービスラーニング（ＲＳＬ）と立教生の学び 

～SL という学びの技法／市民と共に学び、学生から市民になる／主権者教育～ 

6. 上級生の学びの体験から学ぶ 

～先輩の体験に耳を傾け、大学での「学び方」を考える～ 

7. ディスカッション「大学で学ぶこと」 

～今までの授業をとおして、自分が考える大学の学びを整理し共有する～ 

8. 「テーマ」を持って生きるための学び (１) 

学びへのモチベーションとは？ 

9. 「テーマ」を持って生きるための学び (２) 

何を追いかけて学ぶのか？ 

10. 「テーマ」を持って生きるための学び (３) 

社会の中でどんな人になりたいのか？ 

11. 「志」を持って生きるための学び (１) 

多様な「生き方」から学ぶ① 

12. 「志」を持って生きるための学び (２) 

多様な「生き方」から学ぶ② 

13. 「志」を持って生きるための学び (３) 

将来の「生き方」を考える 

14. 授業総括 

 

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

社会で活躍する人々や身近な人々、あるいは自分が影響を受けている人々の人生の「テーマ」や「生き方」、「志」などについて日

頃から関心を持ち、関連する文献やニュース・新聞・雑誌記事に目を通しておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 
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筆記試験(Written Exam)(60%)/毎時間のリアクションペーパー(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 逸見・原田・藤枝＋RSLセンター、2017 年 4 月刊、『リベラルアーツとしてのサービスラーニング－シティズンシップを耕す教育

－』、北樹出版 (ISBN:978-4-7793-0530-6) 

 

参考文献（Readings） 

授業時に紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

・Blackboardを使用するので、使用方法に習熟しておくこと。 

・授業中に紹介する立教大学が行うプログラム、チャペルやボランティアセンターで紹介するキャンプ・ボランティア活動などに積

極的に参加することを期待する。 

・秋学期以降のＲＳＬ科目の履修を期待する。 

 

注意事項（Notice） 
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■FH168 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

大学生の学び・社会で学ぶこと 

(A Guide to Service Learning and Civic Engagement) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
国道も信号もコンビニもない小さな山村から、「学ぶチカラ」を考える 

担当者名 

（Instructor） 
辻 英之(TSUJI HIDEYUKI) 

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） 
CMP1100 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

2016 年度以降 1 年次入学者対象科目 

学びの精神科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

立教生が、社会の一員として現在生起している社会問題を科学的に認識し、その解決に向けて、実際に問題に関わりながら、更

に学びを深めていく視点と態度の習得を目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

この科目は立教サービスラーニング（ＲＳＬ）科目群のひとつである。 

この授業は、アメリカで発祥した体験型の学習手法「サービス・ラーニング」の考え方に基づいておこなう。 

 

授業の前半（１～６回）は、立教大学の歴史と建学の精神を学習することを通して、「科学知（キャンパス知）」と自らの体験を通し

ての気づきや学びの成果である「体験知（フィールド知）」の循環的学習の方法について理解を深める。 

 

後半（７～１４回）は、信州南端にある人口 1700 人の小さな山村の実例、東日本大震災や熊本地震など被災地の今を紹介する

ことを通して、地域社会や自然災害被災地に埋め込まれた「教育力」を、視点と感性を総動員させて理解する。また立教生が、社

会貢献を通して学び、質的に成長するための「学び方」を理解し、今後求められる社会と人間の関係性を考える。 

 

具体的には、山村で展開される「大学と NPO、地域社会が連携した学び」の実例を紹介する。人口わずか 1700 人の山村に年間

1500 人以上の青少年が訪れ、キャンプボランティアや国内青年協力隊に従事するなど、地域社会から質の高い学びを獲得して

いる。いかにして学生のチカラが地域創生に大きな貢献をしているのか、そしてその貢献からどのような学びを得ているのか、そ

れらを理解することは、今後の立教生が人生を送るうえで重要な視点となり得る。 

 

講義は、信州の山村の実例の他、東北や熊本の被災地の実例なども扱う他、現地からゲストスピーカーを招へいする予定であ

る。なお、講師（辻）は泰阜村で実際に活動する上記 NPOの代表理事であるため、リアルで具体的な実例を聴くことができる。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

 ～授業の目的、ねらい、進め方、受講に際しての準備～ 

2. 聖公会（Anglican Communion）および立教大学の歴史と建学の精神 

 ～立教大学コミュニティの成り立ちとポリシー～ 

3. 正課外活動（授業外の活動）における立教生の学び 

 ～ボランティア活動をとおした学び／ボランティアセンターの活動紹介～ 

4. 正課教育（授業）のめざすものと立教生の学び 

 ～学習から学修へ／専門性にたつ教養人の育成～ 

5. 立教サービスラーニング（ＲＳＬ）と立教生の学び 

 ～SL という学びの技法／市民と共に学び、学生から市民になる／主権者教育～ 

6. ディスカッション「大学で学ぶこと」（辻） 

 ～今までの授業を通して、自分が考える大学での学び方について～ 

7. 信州泰阜村の教育のチカラ①（辻） 

 ～体験活動の学び、参画と自己決定、楽しさの質、もうひとつの学力～ 

8. 信州泰阜村の教育のチカラ②（辻） 

 ～ボランティアの学びの実際、地域貢献を通した学びの実際、挑戦と成長～ 

9. 信州泰阜村の教育のチカラ③（辻） 

 ～自然からの学び、地域社会からの学び、オールジャパンでの学び方～ 

10. 信州泰阜村の教育のチカラ④（辻） 

 ～ゲストスピーク①キレキレの自治体首長（泰阜村長予定）とディスカッション～ 

11. 自然災害被災地の教育のチカラ①（辻） 

 ～東北や熊本の課題解決から学ぶこと、被災地へ関わり方の作法～ 

12. 自然災害被災地の教育のチカラ②（辻） 

 ～ゲストスピーク②東日本大震災・熊本地震の被災者とディスカッション～ 

13. 社会から学ぶ「視点」の提示と総括ディスカッション（辻） 
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14. 授業総括（辻） 

 

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

本学の「社会で学ぶ」関連の WEB、文献などに目を通しておくこと。 

・「立教 CHALLENGE（WEB版）」 http://www.rikkyo.ac.jp/rikkyo_challenge/ 

・立教大学ボランティアセンター http://www.rikkyo.ac.jp/support/volunteer/ 

・立教大学の社会連携活動 https://www.rikkyo.ac.jp/aboutus/philosophy/cooperation/ 

※新聞やニュースなど毎回の授業テーマに関わる記事を読み、またスクラップブックを作成し、各自で問題意識を深める。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(60%)/毎時間のリアクションペーパーの内容(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 辻英之、2011 1836 円、『奇跡のむらの物語 ～1000 人の子どもが限界集落を救う！』、農文協 (ISBN:978-4-540-11106-8) 

2. 逸見・原田・藤枝編著 立教大学 RSLセンター編集、2017、『リベラルアーツとしてのサービスラーニングーシティズンシップを

耕す教育ー』、北樹出版 (ISBN:978-4-7793-0530-6) 

 

参考文献（Readings） 

授業時に紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

・毎週毎週、講師が信州の山村から片道 5 時間（！）かけて大学に通い、リアルで具体的な情報を伝える。 

・授業の前半（１～６回）は、パワーポイント等の映像資料を使用した講義形式である 

・後半（７～１４回）は、映像資料を使用した講義形式に加え、アクティブラーニング型の学び（ディスカッション他）を多用する。 

・Blackboardを使用するので、使用方法に習熟しておくこと。 

・授業中に紹介する立教大学が行うプログラム、チャペルやボランティアセンター、講師が紹介するキャンプ・ボランティア活動な

どに積極的に参加することを期待する。 

・秋学期以降のＲＳＬ科目の履修を期待する。 

 

注意事項（Notice） 
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■FH169 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

大学生の学び・社会で学ぶこと 

(A Guide to Service Learning and Civic Engagement) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
キリスト教と人･社会･コミュニテｨ 

担当者名 

（Instructor） 
中川 英樹(NAKAGAWA HIDEKI) 

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） 
CMP1100 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

2016 年度以降 1 年次入学者対象科目 

学びの精神科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

大学での学習が、社会の現実を理解し、また課題を発見するための基礎であることを学ぶ。また課題を解決するために、社会の

課題に関わり、活動する視点と態度を習得することを目標とする。  

 

授業の内容（Course Contents） 

この科目は立教サービスラーニング（ＲＳＬ）科目群のひとつである。ＲＳＬはコミュニティを理解し、コミュニティに関わる能力を習

得することをとおしてシティズンシップ(市民性)を習得することを目的とする。そこで、この授業の前半は、本学学生にとって４年間

生活するコミュニティである立教大学の歴史や大学が学生に期待する正課教育や正課外教育での学びと人間的成長について講

じる。 授業の後半は、立教大学の教育的・信仰的根幹であるキリスト教（聖公会）のアプローチ（視座）を通して、倫理的に、現代

社会の現実課題を見つめていく。またディスカッションなどの機会を多く持ち、他者の声を聴くと共に、自らの想いの意識化と言葉

化を試みつつ、他者・社会の中に生きる一人の「個」としての在り方を探求することを内容とする。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション  

授業のねらい、進め方、受講に際しての準備 

2. 聖公会(Anglican Communion)および立教大学の歴史と建学の精神 

～立教大学コミュニティの成り立ちとポリシー～ 

3. 正課外活動(授業外の活動)における立教生の学び 

～ボランティア活動をとおした学び／ボランティアセンターの活動紹介～ 

4. 正課教育(授業)のめざすものと立教生の学び 

～学習から学修へ／専門性にたつ教養人の育成～ 

5. 立教サービスラーニング（ＲＳＬ）と立教生の学び 

～SL という学びの技法／市民と共に学び、学生から市民になる／主権者教育～ 

6. ディスカッション 

「大学で学ぶこと」～今までの授業をとおして、自分で考える大学の学びを共有する。 

7. キリスト教と人・社会・コミュニティ （１） 

「人間の理解」について キリスト教の視点から 

8. キリスト教と人・社会・コミュニティ （２） 

「他者」について  キリスト教の視点から  ／ 前 2 回をふまえてのディスカッション 

9. キリスト教と人・社会・コミュニティ （３） 

「コミュニティ」について  キリスト教の視点から 

10. キリスト教と人・社会・コミュニティ （４） 

ゲストスピーカー（現場実践者）による講義 

11. キリスト教と人・社会・コミュニティ （５） 

社会の課題を読み解く視座 聖書的アプローチ  ／ 前 2 回をふまえてのディスカッション 

12. キリスト教と人・社会・コミュニティ （６） 

ワークショップ 「誰かにとっての他者になる」社会的関心の言葉化 

13. キリスト教と人・社会・コミュニティ （７） 

社会的関心を「祈る」 於：チャペルにて 

14. クロージング・スタディ ／ 前 3回をふまえてのディスカッション 

 

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

ＲＳＬ科目群の WEB、文献などに目を通しておくこと。 

・「立教 CHALLENGE(WEB 版)」 http://www.rikkyo.ac.jp/rikkyo_challenge/ 

・立教大学ボランティアセンター http://www.rikkyo.ac.jp/support/volunteer/ 

・立教大学の社会連携活動  http://www.rikkyo.ac.jp/aboutus/philosophy/cooperation/  

 授業期間中にＲＳＬセンター・ボランティアセンター・チャペルを訪ねること。 
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成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(60%)/毎時間のリアクションペーパー(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 逸見・原田・藤枝編著 立教大学ＲＳＬセンター編集、2017、『リベラルアーツとしてのサービスラーニングーシティズンシップを

耕す教育―』、北樹出版 (ISBN:978-4-7793-0530-6) 

 

参考文献（Readings） 

授業時に紹介する 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

・授業中に紹介する立教大学が行うプログラム、チャペルやボランティアセンターで紹介するキャンプ・ボランティア活動などに積

極的に参加することを期待する。 

・秋学期のＲＳＬ科目の履修を期待する。 

 

注意事項（Notice） 
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■FH170 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

人権とジェンダー 

(Human Rights and Gender) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
人権とジェンダーをめぐる諸問題の検討 

担当者名 

（Instructor） 
嶽本 新奈(TAKEMOTO NIINA) 

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） 
CMP1100 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

2016 年度以降 1 年次入学者対象科目 

学びの精神科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

人権とジェンダーの概念をその歴史的成り立ちから理解し、現代社会における様々な諸問題を、人権およびジェンダー的視点に

よって考えられるようになる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

「近代的人権」は普遍的な概念として把握されているが、主に白人男性たちによって作られた成立当初は「女性の人権」が除外さ

れていたことはとても有名である。授業の最初ではまず「近代的人権」の歴史的経緯を把握し、人権概念が各時代における異議

申し立てにどのように対応し、変化をしてきたかを学ぶ。その後に、現代の社会における具体的な諸問題を取り上げ、人権とジェ

ンダー的視点によって、それら諸問題をどのように理解し、考えたらよいかを一緒に検討していく。  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス：人権とフェミニズムの歴史  

2. 女性参政権の歴史 

3. 大学における人権とジェンダー 

4. 婚姻制度・パートナーシップにおける人権とジェンダー：「家族」の再考  

5. 労働における人権とジェンダー（１）性差と賃金労働  

6. 労働における人権とジェンダー（２）労働条件と労働の現場  

7. 労働における人権とジェンダー（３）労働現場における性の多様性とセクシュアル・ハラスメント 

8. 身体と人権・ジェンダー（１）リプロダクティブ・ヘルス/ライツ  

9. 身体と人権・ジェンダー（２）セクシュアリティとジェンダー・アイデンティティ 

10. 身体と人権・ジェンダー（３）買売春と性暴力 

11. 国家と人権・ジェンダー（１）社会的マイノリティとジェンダー 

12. 国家と人権・ジェンダー（２）戦争と性暴力 

13. グローバリズムと人権・ジェンダー 

14. まとめ 

 

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

テキスト・参考文献に挙げた本を読んでおくことが望ましい。また、人権やジェンダーに関する時事問題に関心を持ち、日々の新

聞やテレビ報道などに接しておくこと。 

 

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(40%) 

正当な理由のない 20 分以上の遅刻は欠席とみなし、欠席回数が 3 回を超えたものについては D 評価とみなす｡ 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 千田有紀・中西祐子・青山薫編、2013、『ジェンダー論をつかむ』、有斐閣 (ISBN:4641177163) 

2. 加藤周一、2017、『はじめてのジェンダー論』、有斐閣ストゥディア (ISBN:4641150397) 

 

参考文献（Readings） 

1. 辻村みよ子、2013、『人権をめぐる十五講：現代の難問に挑む』、岩波現代全書 (ISBN:4000291173) 

授業の中で適宜参考文献を挙げる。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FH171 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

ライフマネジメントと学生生活 

(Student Life Management) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
スポーツから学ぶライフキャリア 

担当者名 

（Instructor） 
杉浦 雄策(SUGIURA YUSAKU) 

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） 
CMP1100 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

2016 年度以降 1 年次入学者対象科目 

学びの精神科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

スポーツを「知る」ことで、自身のライフキャリアに何が必要であるかを「気づき」、それぞれの事例についてスポーツ医科学の視

点から「学び」、将来に「活かす」ことのできるマネジメント能力を高める。 

 

授業の内容（Course Contents） 

スポーツ関連のいくつかの事例について、視聴覚教材（DVD・スライド）、資料などを用いて提示する。 

その事例に関してディスカッションし、今後の学生生活にとどまらず、ライフキャリアマネジメントへの活かし方を探求する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 授業の進め方 ACTIVE LEARNING  

2. レポートの書き方 MASTER OF WRITING 

3. 事例①―１ 「２０２０東京オリンピック」：スポーツの力について 

4. 事例①―２ 「スポーツがもたらす変化」  ディスカッションと探求  

5. 事例②ー１ 「幸齢化（健康寿命）」：”プレメディカル・ケア構想”について 

6. 事例②ー２ 「新しい発想による健康・体力づくり」 ディスカッションと探求 

7. 事例③ー１ 「ドーピングとアンチドーピング」：スポーツ・倫理について 

8. 事例③ー２ 「マナー・ルール」 ディスカッションと探求 

9. 事例④ー１ 「日本代表選手・チームの戦い方；JAPAN WAY」：戦術と戦略について 

10. 事例④ー２ 「自身を確立し、どのように挑むか」 ディスカッションと探求 

11. 事例⑤ー１ 「背面跳び・コンビネーションバレー・陸上競技アンダーハンドパス」：イノベーションについて 

12. 事例⑤―２ 「THINKING OUTSIDE IN THE BOX」 ディスカッションと探求 

13. 熱中できること、目標・夢をもつこと 

14. 授業のまとめ 

 

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

予習・復習の課題は、授業時に指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(50%)/授業への積極的参加（姿勢・意欲など）(25%)/リアクションペーパー（レポート）(25%) 

2/3 以上の出席を、成績評価の対象とする。 

 

テキスト（Textbooks） 

使用しない。適宜プリントを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 杉浦雄策、2011、『入門スポーツ科学』、ナップ 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

教わる（受動的）のではなく、学ぶ（能動的）姿勢で、授業に参加すること。 

 

注意事項（Notice） 
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■FH173 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

ライフマネジメントと学生生活 

(Student Life Management) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
ウエルネスライフを目指して 

担当者名 

（Instructor） 
安松 幹展(YASUMATSU MIKINOBU) 

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） 
CMP1100 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

2016 年度以降 1 年次入学者対象科目 

学びの精神科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

学生生活をよりよくするための方法として「ウエルネス」の概念を学び、生活習慣の問題点を自ら見いだし改善できる能力、すな

わちライフマネジメント能力を身につける。 

 

授業の内容（Course Contents） 

ウエルネスとは、充実した人生を送るために毎日の生活を見直し、改善が必要と気づいた生活習慣の改善をしていこうという全

人的健康観である。本科目は、ウエルネスライフの実現に必要とされるウエルネス５領域（身体、環境、精神、情緒、価値観）につ

いて、講義だけでなく、グループワークやプレゼンテーションなどを通して、理解していこうとするものである。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 自分の学生生活を考える（立教大生としてできること） 

2. ウエルネスと身体１（栄養） 

3. ウエルネスと身体２（睡眠の影響） 

4. ウエルネスと身体３（運動の効果） 

5. ウエルネスと身体４（自分にとっての最適運動種目は） 

6. ウエルネスと環境１（LOHAS とは） 

7. ウエルネスと環境２（様々な環境下でのライフマネジメント） 

8. ウエルネスと精神１（生きがいについて：ゲストスピーカー） 

9. ウエルネスと精神２（生きがいについてのグループワーク＆プレゼン） 

10. ウエルネスと情緒１（ストレスマネジメント） 

11. ウエルネスと価値観１（行動変容について：ゲストスピーカー） 

12. ウエルネスと価値観２（行動変容についてのグループワーク＆プレゼン） 

13. ウエルネスライフ実戦に向けたプログラム作成 

14. ウエルネスライフ実戦に向けたプログラムについてのグループワーク＆プレゼン 

 

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

初回の授業以降、Blackboardにおいて出席、レポートテーマおよび次回に向けた課題を提示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(60%)/授業毎の小レポート兼出席状況(30%)/グループワークとプレゼン内容(10%) 

 

テキスト（Textbooks） 

テキストは使用せず、必要に応じて授業時に資料を配布する。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FH174 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

立教大学の歴史 

(History of Rikkyo University) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
日本近現代史における立教大学 

担当者名 

（Instructor） 
宮本 正明(MIYAMOTO MASAAKI) 

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） 
CMP1100 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

立教 A科目 

学びの精神科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 「自校史」として立教の歴史を学ぶ機会にしていただくとともに、その沿革と特色を日本近現代史との関わりのなかで理解しても

らえればと思います。 

 

授業の内容（Course Contents） 

 1874 年にその前身となる学校が創立されて以降、立教は 140年以上の歳月を経てきています。その歴史にはまだ明らかでな

い部分も残されていますが、この間に進展してきた研究成果にもとづく形で、立教の歩みを紹介していきます。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 聖公会の日本伝道 

3. 立教の創立者ウィリアムズ 

4. 立教学校の誕生 

5. 文部省訓令第 12 号と立教学院の成立 

6. 高等教育制度の整備と立教大学の誕生 

7. 関東大震災と財団法人立教学院 

8. 立教大学の拡張と戦争の影 

9. 日米開戦とキリスト教主義教育の危機 

10. 戦局の悪化と大学存続の危機 

11. 敗戦から学園の再建へ 

12. 新制立教大学への移行 

13. 高度経済成長期以降の立教大学 

14. まとめ 

 

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

 下記の参考文献を授業の前後にご参照いただければ、授業の予習・復習につながると思います。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(60%)/コメントカード兼出席票(10%)/授業の内容要約（7 回分）(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

 テキストの指定は特にありませんが、下記「参考文献」に挙げた『立教大学の歴史』の内容をもとに、当方で配布するプリントに

即して話を進めます。 

 

参考文献（Readings） 

1. 立教学院史資料センター（編）、2007 年、『立教大学の歴史』、立教大学 

2. 立教学院百二十五年史編纂委員会（編）、2000 年、『BRICKS AND IVY―立教学院百二十五年史図録』、立教学院 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 上記の授業計画はあくまでも目安です。実際の授業の進行のなかで変動することもありえます。 

 

注意事項（Notice） 
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■FH175 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

立教大学の歴史 

(History of Rikkyo University) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
日本近現代史のなかの立教大学 

担当者名 

（Instructor） 
舟橋 正真(FUNABASHI SEISHIN) 

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） 
CMP1100 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

立教 A科目 

学びの精神科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

1874 年に創立した立教は、どのような歩みを経て、現在に至っているのだろうか。この授業では、日本近現代史のなかの立教大

学の歴史・沿革とその特色を学びながら、「立教大学とは何であるのか」を考えていきたい。 

 

授業の内容（Course Contents） 

この授業では、1874 年の創立から 2000 年の一貫連携教育の開始までを扱い、立教大学の歴史を日本近現代史のなかに位置

づけながら検討していく。これまでの研究成果を踏まえ、立教大学の歴史的展開を明らかにし、加えて立教各校の動向や他大学

の事例についても紹介していく。なお、ゲストスピーカーの招聘などにより、授業計画が若干変更することもある。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 聖公会の日本伝道と創立者ウィリアムズ 

3. 立教学校の誕生 

4. 文部省訓令第１２号と立教学院の成立 

5. 高等教育制度の整備と立教大学の誕生 

6. 関東大震災と財団法人立教学院 

7. 立教大学の拡張と戦争の影 

8. 日米開戦とキリスト教教育の危機 

9. 戦局の悪化と大学存続の危機 

10. 敗戦から学園の再建へ 

11. 新制立教大学への移行 

12. 高度経済成長のなかの立教大学 

13. 「立大紛争」とその後の諸改革 

14. 新座キャンパスの開校と一貫連携教育の開始 

 

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

予習の必要はない。授業後は配布したプリントをみなおし、しっかり復習すること。その際、関連の参考文献を読み、授業内容へ

の理解を深めること。加えて授業内容の定着を図るため、レポートなどを作成する。その詳細については、授業時に指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(50%)/レポート(30%)/コメントペーパーの内容(20%) 

出席は毎回とる。3/4 以上出席していない場合は、成績評価の対象としない。そのほか、遅刻、無断での欠席および早退、私語

などには厳正に対処する。 

 

テキスト（Textbooks） 

テキストは指定せず、授業時にプリントを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 立教学院史資料センター編、2007 年、『立教大学の歴史』、立教大学 

立教史関連の諸研究については、以下の URLを参照のこと。

http://www.rikkyo.ac.jp/research/institute/rikkyo_archives/research_results.html 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

立教学院の歴史については、以下の URLを参照されたい。 

http://www.rikkyo.ac.jp/research/institute/rikkyo_archives/ 

 

注意事項（Notice） 
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■FH176 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

立教大学の歴史 

(History of Rikkyo University) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
日本近現代史のなかの立教大学 

担当者名 

（Instructor） 
舟橋 正真(FUNABASHI SEISHIN) 

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） 
CMP1100 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

立教 A科目 

学びの精神科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

1874 年に創立した立教は、どのような歩みを経て、現在に至っているのだろうか。この授業では、日本近現代史のなかの立教大

学の歴史・沿革とその特色を学びながら、「立教大学とは何であるのか」を考えていきたい。 

 

授業の内容（Course Contents） 

この授業では、1874 年の創立から 2000 年の一貫連携教育の開始までを扱い、立教大学の歴史を日本近現代史のなかに位置

づけながら検討していく。これまでの研究成果を踏まえ、立教大学の歴史的展開を明らかにし、加えて立教各校の動向や他大学

の事例についても紹介していく。なお、授業計画は若干変更することもある。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 聖公会の日本伝道と創立者ウィリアムズ 

3. 立教学校の誕生 

4. 文部省訓令第１２号と立教学院の成立 

5. 高等教育制度の整備と立教大学の誕生 

6. 関東大震災と財団法人立教学院 

7. 立教大学の拡張と戦争の影 

8. 日米開戦とキリスト教教育の危機 

9. 戦局の悪化と大学存続の危機 

10. 敗戦から学園の再建へ 

11. 新制立教大学への移行 

12. 高度経済成長のなかの立教大学 

13. 「立大紛争」とその後の諸改革 

14. 新座キャンパスの開校と一貫連携教育の開始 

 

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

予習の必要はない。授業後は配布したプリントをみなおし、しっかり復習すること。その際、関連の参考文献を読み、授業内容へ

の理解を深めること。加えて授業内容の定着を図るため、レポートなどを作成する。その詳細については、授業時に指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(50%)/レポート(30%)/コメントペーパーの内容(20%) 

出席は毎回とる。3/4 以上出席していない場合は、成績評価の対象としない。そのほか、遅刻、無断での欠席および早退、私語

などには厳正に対処する。 

 

テキスト（Textbooks） 

テキストは指定せず、授業時にプリントを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 立教学院史資料センター編、2007 年、『立教大学の歴史』、立教大学 

立教史関連の諸研究については、以下の URLを参照のこと。

http://www.rikkyo.ac.jp/research/institute/rikkyo_archives/research_results.html 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

立教学院の歴史については、以下の URLを参照されたい。 

http://www.rikkyo.ac.jp/research/institute/rikkyo_archives/ 

 

注意事項（Notice） 
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■FH177 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

西欧キリスト教社会における大学の誕生 

(Genealogy of Universities and Colleges in Occidental Christianity) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
哲学思想と共に辿る大学の歴史 

担当者名 

（Instructor） 
松澤 裕樹(MATSUZAWA HIROKI) 

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） 
CMP1100 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

2016 年度以降 1 年次入学者対象科目 

学びの精神科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

大学の歴史に関する全般的な知識を得ることよりも、様々な哲学者の思想に触れながら、受講者ひとりひとりが大学で学ぶこと

の意味について深く考え、大学で主体的に学ぶ方法を身につけることに重点を置く。 

 

授業の内容（Course Contents） 

授業の前半では、古代ギリシアから現在へと至る歴史の中でいかに大学が誕生し発展してきたのかを講義を通じて理解を深め

る。授業の後半では、受講者が予習してきた哲学者のテキストを材料にしてグループ学習を行い、大学での学びに関する様々な

問いについて議論を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 古代ギリシアにおける学校（１） 

3. 古代ギリシアにおける学校（２） 

4. ヘレニズム時代における学校 

5. ローマ時代における学校（１） 

6. ローマ時代における学校（２） 

7. ベネディクト時代における学校（１） 

8. ベネディクト時代における学校（２） 

9. １２世紀における大学の誕生 

10. １４世紀における領邦国家の成立と大学の変容 

11. １７世紀における大学の衰退とアカデミーの発展 

12. １９世紀ドイツにおける大学改革 

13. 日本における大学の誕生 

14. まとめ 

 

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

哲学者のテキストを読み、設問に対する回答を予習ノート（A4一枚）にまとめ、グループ学習に備えることが予習となる。

Blackboardに授業のレジュメを掲載するので、それを用いて復習することが望ましい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(50%)/予習ノート(30%)/議論への参加態度(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業で使用するテキストは Blackboard を通して配布する。 

 

参考文献（Readings） 

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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■FH178 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

伝統と革新の大学図書館 

(Traditional and Innovation of the University library) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
学びを深める情報リテラシー 

担当者名 

（Instructor） 
牛崎 進(USHIZAKI SUSUMU) 

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） 
CMP1100 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

2016 年度以降 1 年次入学者対象科目 

学びの精神科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

大学の授業に主体的に臨めるよう、また授業以外の自らの関心事について理解を深められるよう、インターネット情報源及び大

学図書館の活用法を習得する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

情報がどのように発生し、公表され流通するのか、大学生の基礎的素養として修得することが期待される情報リテラシーとは何

か、以上の点を中心にインターネット情報源をどのように活用するか、大学図書館をどのように利用できるかについて事例の紹介

をしつつ授業を進める。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 大学生の学びの機会 

2. 大学生と情報リテラシー 

3. 情報の発生と流通はどうなっているのだろう 

4. 情報にはパッケージ型と非パッケージ型がある－インターネット情報源と印刷系情報源－ 

5. インターネットを上手く使おう１－利用のマナー、Google や YAHOO!の使い方など他ー 

6. インターネットを上手く使おう２－電子図書館、情報技術の活用他－ 

7. 書店はどうなってるの、アマゾンって 

8. 図書館はどう考えてる 

9. 立教大学図書館って評判いいらしい 

10. OPACでできること、できないことのサポートシステム 

11. 基本的な調べもののツールを学ぼう 

12. 「テーマを持って真理を探究する」って 

13. さあ、楽しく学ぼう 

14. まとめ 

 

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

Blackboardの利用など授業時間外の学習に関する指示は、必要に応じて行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(60%)/出席および授業に取り組む姿勢(20%)/提出物(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

授業の進行に合わせて、別途指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FH179 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

キャリアデザイン 

(Career Design) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 

これからの自分の人生を自分で考え、「創る」授業です。企業を知る。社会を知る。自分

を知る。この 3 つの視点から、これからの自分の生き方、働き方を自分で考え、創る授

業です。 

担当者名 

（Instructor） 

久保 隆光 

 

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） 
CMP1100 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

2016 年度以降 1 年次入学者対象科目 

学びの精神科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

この科目は、「学びの精神」科目のひとつです。そして、この授業は、これからの自分のことを考える授業です。これからの自分を

「創る」授業です。この授業は、キャリアに関する知識のインプット、ましてや就活ノウハウの習得がメインではありません。これか

ら社会に出て自立し、自分がどのように働き、どのように生きていくのか、それらを自分で考え、これからの自分についてアウトプ

ットする授業です。キャリアとは、単に仕事や職業だけを指すのではなく、それらを含めた自分らしい生き方、人生のあり方を指し

ます。キャリアを考えることは、人生、ライフを考えることです。自分の人生、ライフを考え、これからの自分を「創る」ことがこの授

業の目標です。 

 

授業の内容（Course Contents） 

これからの自分を「創る」ために、「自分を知ること」、「社会を知ること」、「企業を知ること」の３つの視点から授業を展開します。

過去の自分の行動、活動から「自分を知る」。また留学、ボランティアなどの経験者あるいは立教大学の OB/OGのこれまでの社

会的な経験や活動などの話から「社会を知る」。そして、企業でどのように働くのか、企業の人事労務管理上の制度を考察するこ

とで「企業を知る」。この３つの視点から、最終的にこれからの自分の人生を「創る」ことを思考します。 

 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. キャリアデザインとは 

2. この世の中で働くこととは？ 

3. 企業を知る①：報酬 

4. 企業を知る②：昇進 

5. 企業を知る③：エンプロイヤビリティーとキャリア形成 

6. 社会を知る①：留学、ボランティア 

7. 社会を知る②：立教 OB/OG から学ぶ社会、働き方 

8. 社会を知る③：グローバル化とダイバーシティー 

9. 自分を知る①：自己アピール 

10. 自分を知る②：過去から知る自分＜キャリア・アンカー＞ 

11. 自分を知る③：ライフ・コースを検討する 

12. 自分を知る④：自分の仕事とキャリアを検討する 

13. これからの社会で求められる能力とは？ 

ワークルール 

14. 全体総括 

 

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関する指示は、必要に応じて別途指示します。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(65%)/コメント・カード＜リアクションペーパー＞(20%)/提出物・リポート(15%) 

 

テキスト（Textbooks） 

使用しない。必要に応じて講義内で適宜プリントを配布します。 

 

参考文献（Readings） 

必要に応じて講義内で紹介します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

板書を中心に講義を展開します。またワークシートの作成なども講義中に行います。そして、ディスカッション、グループワークな

どアクティブラーニングも実施します。なお、みなさんの関心に応じて、授業計画の順序を入れ替えることがあります。また、必要
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に応じて HPを講義内で紹介します。 

 

注意事項（Notice） 
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■FH180 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

キリスト教史に学ぶ多文化共生 

(Religions and Diversity: Convivial Wisdom of Christianity) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
古代・中世のキリスト教における自己認識と他者認識 

担当者名 

（Instructor） 
藤崎 衛(FUJISAKI MAMORU) 

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） 
CMP1100 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

2016 年度以降 1 年次入学者対象科目 

学びの精神科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

ヨーロッパの精神と文化を支えてきたキリスト教について自己認識と他者認識、受容と排除という観点から説明し、古代から中世

にかけてのキリスト教史における多文化共生の在り方とその潜在的可能性について幅広く考察する。受講者は理解した内容と考

察の過程を論理的かつ客観的に表現できるようになる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

古代地中海世界および中世ヨーロッパのキリスト教徒が向き合う現実は多様であった。そのようななか、彼らが多文化共生にか

かわる事象や問題をどのように捉え、どのように対処しようとしていたのかを、自己認識と他者認識という観点のもとに、具体的な

歴史的事象をとりあげつつ検討する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション―中世ヨーロッパのキリスト教 

2. キリスト教とユダヤ教（１） 

3. キリスト教とユダヤ教（２） 

4. キリスト教とイスラーム（１） 

5. キリスト教とイスラーム（２） 

6. キリスト教的ヨーロッパとアジア世界（１） 

7. キリスト教的ヨーロッパとアジア世界（２） 

8. 正統と異端（１） 

9. 正統と異端（２） 

10. キリスト教と異教・迷信（１） 

11. キリスト教と異教・迷信（２） 

12. 東方教会と西方教会（１） 

13. 東方教会と西方教会（２） 

14. 総括 

 

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

授業時に指示する参考文献などをもとに予習および復習に取り組む。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(50%)/小テスト（10％×5 回）(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特に指定せず、プリントを配布する｡ 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 815 - 

■FH181 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

キリスト教史に学ぶ多文化共生 

(Religions and Diversity: Convivial Wisdom of Christianity) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
旧約聖書とメソポタミア文明 

担当者名 

（Instructor） 
杉江 拓磨(SUGIE TAKUMA) 

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） 
CMP1100 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

2016 年度以降 1 年次入学者対象科目 

学びの精神科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

キリスト教の正典である旧約聖書をイスラエルとメソポタミアの文化接触の所産として理解する。それを通じて、影響を受けたり、

ときに対抗したりしながら共存する異文化間の相互関係と、そこから新たな思想や文化が生まれる過程について考察する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

キリスト教およびユダヤ教の正典（教典）である旧約聖書は、古代イスラエルで書かれた。イスラエルはエジプトとメソポタミアの 2

大文明圏を結ぶ要衝に位置し、政治と文化の両面で近隣大国の影響にさらされていた。この授業は、イスラエルを取り巻く文化

の中からメソポタミア文明を取り上げて、それと旧約聖書を生んだイスラエル文化との関係を具体的な文献に即して検討する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入：授業の方法と計画 

2. 古代メソポタミアの風土と言語 

3. 古代メソポタミアの歴史 

4. 古代メソポタミアの宗教 

5. 旧約聖書の基礎知識 

6. 古代イスラエルの歴史 

7. 小括・質疑応答 

8. 創世神話（1）：メソポタミア 

9. 創世神話（2）：旧約聖書 

10. 神と人間の関係（1）：メソポタミア 

11. 神と人間の関係（2）：旧約聖書 

12. 大洪水伝説（1）：メソポタミア 

13. 大洪水伝説（2）：旧約聖書 

14. 総括・質疑応答 

 

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

必要に応じて読むべきテキストを配付（または Blackboardにアップロード）したり聖書箇所を指示したりするので、それを読み、内

容を整理・把握した上で授業に臨むこと。授業後はノートや配付資料を見直し、紹介された参考文献のうち、興味をもったものも

読むことで、授業内容の理解を深める。 

 

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（小テストを含む）(30%)/授業への積極的参加(10%) 

 

テキスト（Textbooks） 

テキストは指定しないが、授業時に日本語訳聖書（印刷本以外も可）を常に参照できるよう用意すること。 

 

参考文献（Readings） 

授業時に適宜、紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業は基本的に講義形式で行うが、途中、学生に質問したり簡単な発表を求めたりすることも予定している。 

 

注意事項（Notice） 
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■FH182 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

キリスト教史に学ぶ多文化共生 

(Religions and Diversity: Convivial Wisdom of Christianity) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
キリスト教の普遍性と特殊性 

担当者名 

（Instructor） 
岡田 聡(OKADA SATOSHI) 

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） 
CMP1100 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

2016 年度以降 1 年次入学者対象科目 

学びの精神科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

・キリスト教についての基本的な知識を身につけること。 

・その普遍性と特殊性を理解すること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

西洋文化の源流の一つであるキリスト教の前史から初期までの歴史を学ぶことによって、現代の西洋的な文化に隠れた「キリス

ト教的なもの」を明らかにすると共に、その普遍性と特殊性を理解する。そのことで、普段は意識しない東洋的なモノの見方や考

え方を浮かび上がらせる。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ヘブライ人の歴史（１） 

2. ヘブライ人の歴史（２） 

3. 神の名は（１） 

4. 神の名は（２） 

5. ヘブライ人の歴史（１） 

6. ヘブライ人の歴史（２） 

7. パレスチナ・イエス運動（１） 

8. パレスチナ・イエス運動（２） 

9. パレスチナ・イエス運動（３） 

10. イエスとキリスト（１） 

11. イエスとキリスト（２） 

12. イエスとキリスト（３） 

13. 映画で知るキリスト教 

14. 教会の成立 

 

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

・「文献案内」で挙げる図書などを手がかりとして、講義内容の理解を深めること。 

・それと共に、各自の関心を広げ、講義で扱わなかった事柄の勉強、研究をおこなうこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

使用しない。 

 

参考文献（Readings） 

適宜、「文献案内」を配布する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

・本講義担当者の専門分野は哲学、特にカール・ヤスパースとキリスト教の関係だが、ドイツ留学中、指導教授のＷ・シュスラー

博士から、次のようにご教示いただいた。それは、「ヤスパースによるキリスト教批判は外側からのものである、あなたはキリスト

教を内側から知らなければならない」、という意味のことであった。このことは、他文化一般に言えるだろう。しかし今でも、他文化

を「内側から知る（von innen kennenlernen）」とはいかなることかは分かっていない。本講義を通じて、学生諸君とともに、そのこと

について考えていきたい。 

 

・教師と学生の団体を意味する大学（universitas）において、教員と学生の間にあるのは、役割の違いだけである。講義といえど、

「教員と学生の相互研鑽」の場としたい。それを求める学生の受講を期待している。 
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・知的快楽、学ぶ悦びを知ってもらう講義を心がけたい。 

 

注意事項（Notice） 
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■FH183 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

美と生命について：キリスト教の美学 

(Harmony and Creation: Kalonology of Christianity) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
キリスト教思想と美術 

担当者名 

（Instructor） 
深田 麻里亜(FUKADA MARIA) 

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） 
CMP1100 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

2016 年度以降 1 年次入学者対象科目 

学びの精神科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

西欧キリスト教世界における「美」と「生命」について、聖書や神学者の言葉、キリスト教美術を通じて考察する。美の実現としての

キリスト教美術を学び、作品に込められた寓意内容や象徴性を理解し、考察を深めることを目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

古代末期から近世（16 世紀頃）にいたるまでのキリスト教思想および美術の概要を、テーマごとに学ぶ。 

キリスト教の成立と展開に関する基礎的事項を確認した上で、聖書や神学者の言葉をひもとき、キリスト教思想と視覚芸術の関

わりについて考察する。各時代の代表的な聖堂、イコン、キリスト教絵画や彫刻を取り上げつつ、それぞれの成立背景や関連

史、キリスト教図像について理解を深める。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. キリスト教の成立、西欧での展開１ 

3. キリスト教の成立、西欧での展開２ 

4. 初期キリスト教時代１―聖堂、モザイク 

5. 初期キリスト教時代２―彫刻 

6. ビザンチン世界１―聖堂 

7. ビザンチン世界２―イコン 

8. 聖遺物と巡礼 

9. 修道院と写本 

10. 祭壇画 

11. 彫刻・祈念像 

12. ステンドグラス 

13. 聖母のイメージ 

14. まとめ 

 

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

関連資料を適宜 Blackboardにアップロードするので、予習・復習の際に確認すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(60%)/出席およびコメントペーパーの内容(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 『新共同訳聖書』、日本聖書協会 

2. 共著、1992～97、『世界美術大全集〈西洋編〉』、小学館 

3. 名取四郎、2006、『キリスト教美術の源流を訪ねて I』、教文館 

4. 浅野和生、2009、『ヨーロッパの中世美術 大聖堂から写本まで』、中公新書 

5. 加藤 磨珠枝、益田 朋幸、2016、『西洋美術の歴史 2 中世 I  キリスト教美術の誕生とビザンティン世界』、中央公論新社 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FH184 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

美と生命について：キリスト教の美学 

(Harmony and Creation: Kalonology of Christianity) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
芸術の力と共生社会の実現 

担当者名 

（Instructor） 
茅根 紀子(CHINONE NORIKO) 

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） 
CMP1100 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

2016 年度以降 1 年次入学者対象科目 

学びの精神科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

・高校とは異なる、大学での学びへの理解を深める 

 

・積極的にディスカッションに参加する態度を身に着ける 

 

・立教精神の根幹である、キリスト教的世界観「被造物としての世界」「共生の精神」を理解する 

 

・宗教史・キリスト教美術史・現代アート・経済・福祉・環境問題と、様々な時代と分野を縦横無尽に駆け巡ることで、君たちを知的

に揺さぶり、美と生命の力への感度を高める 

 

授業の内容（Course Contents） 

キーワード：キリスト教、芸術、共生社会、ソーシャルビジネス、福祉、環境 

 

 Ex virtute pulchri（美の力において）。「すべての創造物は美の力によって一致する」とは、中世の神学者トマス・アクィナスの言

葉である。キリスト教的世界観では、創世記第一章が語るように、この世には神がよしとした被造物しか存在しない。すなわち、全

ての被造物には共通の肯定的性質があると考えられるのだが、トマスはこれを美に求めた。このシンプルで力強い世界観から、

対立を深める現代に生きる私達は何を学ぶことができるのだろうか。 

 

 手掛かりとするのは、人の手によって生み出された造形美術、特にキリスト教と美術の歴史である。異文化との遭遇によってキ

リスト教がゆらぐ時、美術においては必ず「美の力」が発現し、対立をさらなる美へと昇華してきた。講義前半では、キリスト教と美

術の歴史を概観することで、視覚芸術の有する力強い形の生命と向き合う。 

 

 後半は現代へと大きく舞台を移す。芸術家ヨーゼフ・ボイスのかの有名なスローガン―社会彫刻―すべては芸術であり、全ての

人は芸術家である―に想を得て、視覚性を超越した「形」へと考察の対象を広げる。近年注目を浴びるソーシャルビジネスは、ボ

イスの提唱する「拡大された芸術概念」によって最もよく理解できるのではないだろうか。講義終盤では、美の力による社会問題

解決の具体例として、障碍者問題や環境問題に取り組む筑波山麓の NPO「自然生クラブ」の活動を取り上げ、その芸術構造を明

らかにする。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入 

―大学での学び・フリーディスカッション 

＊必ず出席してください  

2. キリスト教と美 

―トマス・アクィナスの美学  

3. キリスト教と美術 

―キリスト教美術の誕生・形の生命  

4. キリスト教と美術 

―ケルト民族との遭遇：写本美術  

5. キリスト教と美術 

―イスラム民族との遭遇：モサラベ美術  

6. キリスト教と美術 

―ゲルマン民族との遭遇：アルプス以北の磔刑図  

7. キリスト教と美術 

―日本人との遭遇：キリシタン美術 

8. キリスト教と美術―まとめ・フリーディスカッション 

芸術と社会―知的障碍者の自立支援  

9. 芸術と社会 

―ヨーゼフ・ボイスと社会彫刻論  

10. 芸術と社会 
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―芸術としてのソーシャルビジネス  

11. 芸術と社会 

―事例研究 NPO「自然生クラブ」 

12. 芸術と社会 

―事例研究 NPO「自然生クラブ」 

13. リベラルアーツとは、学びとは 

―フリーディスカッション 

14. まとめ 

 

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

予習は必要ありません。 

毎講義提出するリアクションペーパーと小レポートには、コメントをつけますので参照し、復習を行ってください。  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(41%)/ディスカッションへの参加(20%)/リアクションペーパー(19%)/中間レポート(10%)/最終レポート(Final 

Report)(10%) 

毎講義、ディスカッションやグループワークを踏まえたリアクションペーパーの提出を課します。本講義はフリーディスカッションを

極めて重要視します。Aを取りたい人は、ディスカッションで貢献をする必要があります（発言時に所属と名前を述べてもらいま

す）。集団の中で発言する対話的姿勢を身に着けたい人のみが受講を希望してください。筆記試験は全て持ち込み可です。（電

子媒体不可） 

 

テキスト（Textbooks） 

1. ムハマド・ユヌス、2010、『ソーシャル・ビジネス革命―世界の課題を解決する新たな経済システム』、早川書房 

(ISBN:4152091827) 

2. ミヒャエル・エンデ、ヨーゼフ・ボイス、1992、『芸術と政治をめぐる対話』、岩波書店 (ISBN:4000006231) 

本テキストは購入する必要はありませんが、必ず読んでください。小レポートとして、内容をまとめてもらいます。詳しくは初回の講

義で説明します。 

 

参考文献（Readings） 

1. 小田垣雅也、1995、『キリスト教の歴史』、講談社 (ISBN:4061591789) 

2. H.W.ジャンソン、2001、『西洋美術の歴史』、創元社 (ISBN:4422700073) 

3. 森口弘美、2015、『知的障害者の「親元からの自立」を実現する実践』、ミネルヴァ書房 (ISBN:4623074595) 

4. 岩澤 信夫、2003、『不耕起でよみがえる』、創森社 (ISBN:4883401685) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FH185 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

美と生命について：キリスト教の美学 

(Harmony and Creation: Kalonology of Christianity) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
フランス文学作品を通して 

担当者名 

（Instructor） 
松村 悠子(MATSUMURA 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） 
CMP1100 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

2016 年度以降 1 年次入学者対象科目 

学びの精神科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 フランスの文学テキストに触れ、読解する訓練を行う。これらのテキストを通して、キリスト教、美と生命、文学について考察し、

自分の考えを論理的に表明できるようになる。  

 

授業の内容（Course Contents） 

 フランス文学作品には、キリスト教的な信仰・思想に基づいているものが多い。その背景として、フランスではキリスト教（特にカ

トリック）が、中世から現代に至るまで、主流の宗教であることが挙げられる。もちろん、このような理解の仕方には問題がないわ

けではない。フランスには非キリスト教的、または反キリスト教的な信仰・思想が数多く存在し、歴史や文化の中で重要な役割を

果たしてきたからだ。実際、他の宗教、例えばユダヤ教やイスラーム教を信じるフランス人も多数存在してきた。（マイノリティの宗

教に基づく文学作品がフランス文学史の中で重要な位置を占め難いことは疑問に付されて然るべきだが、本授業の主題ではな

い。）また、ギリシャ・ローマの古代宗教は、キリスト教と並んでフランス文学の 2 大柱と言われる。そしてフランスは、ある意味で

キリスト教に反する思想である共和主義を掲げ、政教分離や公共空間での非宗教性を原則とする国である。さらに、古くから無神

論者や反宗教的な自由主義者を輩出した国でもあり、昨今は国民の間でキリスト教的信仰の希薄化が進んでいる。しかしそれで

も、フランスの国語の模範として称えられ、受け継がれてきた文学作品には、キリスト教に基づいているものが多いと言える。これ

らの文学作品の中には、もちろん、キリスト教的な信仰や思想を直接的に表現しているものもある。しかしまた、非キリスト教的、

あるいは反キリスト教的なテキストから、キリスト教的な思想の枠組みや神への断ち難い信仰が浮かび上がってくる場合もある。

本授業では、このようにキリスト教と様々な結びつきを持つテキストをいくつか扱う。 

 日本でもよく知られた作品、そしてなるべく多様な時代（中世～現代）やジャンル（詩、演劇作品、小説、思想書など）に属するテ

キストを紹介する。受講生がこれらテキスト（もちろん仏語原文でなく日本語訳）を読むことがまず重要だ。 

 これらのテキストを扱いながら、主に次の 3 種類のテーマについて考察する。まず、キリスト教、あるいは宗教性についてのテ

ーマ、次に美と生命、すなわち人間の様々な様相に関するテーマ、そして、文学作品やテキストを読んだり書いたりすることの意

味につながるテーマである。 

 この授業は、2016 年度に設置された新プログラムの一環として、受講生の積極的な参加による学び、いわゆるアクティヴ・ラー

ニングを目指している。ゆえに、担当教員による一方的な講義よりは、次のような機会を多く得られることが望ましい。すなわち、

受講生がテキストを自ら精読する機会、ディスカッションなどで他の受講生と意見交換する機会、コメントペーパーやレポートなど

で見解を述べる機会である。担当教員は基本的なテキストの選択、作業の指示、学習指導を行うが、テキストや問題点を逐一ま

とめたりはしない。受講生が自ら読み、考え、理解し、問題点を引き出し、論じることが重要である。予め用意された絶対に正しい

答えなどは、最終的には存在しない。ただし、このことはどんなに荒唐無稽なことを述べても構わない、ということを意味しない。逆

に、受講生には論理的に考え表現することが求められる。これらの点を、履修者にはよく理解しておいて欲しい。これらの作業に

困難を感じる者もいるかもしれないし、難解なテキストもあるかもしれない。そして、人によってはそれなりの努力と学習時間が必

要となる授業である。この点に同意できない者には履修を控えて欲しい。 

 ただし、アクティヴ・ラーニングは少人数クラスを前提とした学習方法なので、受講者数によっては上記のインタラクティヴな作業

を充分に行えない場合がある。授業参加人数が大体 50 人以下であれば、無理なくこれらの作業が行えるものと考えて欲しい。

参加人数が多数になればなる程、担当教員による一方的な講義の機会が多くなる。 

 その他、学習者やクラスの特質に合わせて授業計画を変更する場合がある。  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス  

2. テキスト 1：講義  

3. テキスト１：ディスカッション（基礎） または講義 （ディスカッションか講義かは授業参加人数による。以下同じ。） 

4. テキスト１：ディスカッション（発展） または講義 

5. テキスト１：ディスカッション（総合） または講義 

6. テキスト 2：講義  

7. テキスト 2：ディスカッション（基礎） または講義 

8. テキスト 2：ディスカッション（発展） または講義 

9. テキスト 2：ディスカッション（総合） または講義 

10. テキスト 3：講義  

11. テキスト 3：ディスカッション（基礎） または講義 

12. テキスト 3：ディスカッション（発展） または講義 
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13. テキスト 3：ディスカッション（総合） または講義 

14. まとめ 

 

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

 予習・復習のための課題はほぼ毎回出される。受講生は授業で扱うテキストを精読し、指示される提出物（講義ノート、作文、レ

ジュメ、レポート等）を提出しなければならない。提出にはしばしば Blackboardを使用するので、受講生は一回目の授業までに

Blackboardに関する最低限の情報を取得しておくこと。また、Blackboardではその他の指示も出されるので、それを必ず確認す

ること。受講者が確認しなかったために何らかの不利益が起こった場合は、受講者自身の責任においてこれに対処すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(50%)/コメントカード兼出席票、授業態度(20%)/授業内に指示した提出物(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ない。遅刻は 3 回で欠席 1 回と数える。授業マナーについて特に注意

を受けた者は D 評価となる。提出物や試験において剽窃や無断借用を行った者も D 評価となる。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 渡辺 一夫、鈴木 力衛、1990 年、『フランス文学案内』、岩波書店 (岩波文庫) 

2. 饗庭孝男ほか編、1992 年、『新版 フランス文学史』、白水社 

3. 田村毅、塩川徹也編、1995年、『フランス文学史』、東京大学出版会 

4. 篠沢秀夫、1996 年、『フランス文学案内：代表的作家の主要作品・文学史年表・翻訳文献等の立体的便覧』、朝日出版社 

5. 河盛 好蔵ほか、1997 年、『プレシフランス文学史』、駿河台出版社 

6. 横山 安由美、朝比奈 美知子、2002 年、『はじめて学ぶフランス文学史』、ミネルヴァ書房 

7. 佐々木真、2011 年、『図説 フランスの歴史』、河出書房新社 

レポートなどの課題を遂行する際には、立教大学が作成・配布しているレポート作成マニュアル、Master of Writing を参考にする

こと。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

Master of Writing についての URL（立教大学のウェブページ）： 

https://www.rikkyo.ac.jp/aboutus/philosophy/activism/CDSHE/journal/leaflet/ 

 

注意事項（Notice） 
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■FH186 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

愛について：キリスト教の倫理と哲学 

(Eros and Agape: Ethics and Philosophy of Christianity) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
〈愛〉をめぐる旅：絶対に結びつかぬものが〈結びつく〉ということ 

担当者名 

（Instructor） 
石井 砂母亜(ISHII SAMOA) 

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） 
CMP1100 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

2016 年度以降 1 年次入学者対象科目 

学びの精神科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「人間にとって愛とは何か」という問いを、講義で提示される資料の読解・視聴とディスカッションを通して自らの問題として引き受

け、自らの言葉で表現できるようになる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

本講義では、「絶対に結びつくことのないものの結びつき」として〈愛〉の問題を考察してゆきたい。「愛とは何か」ということをめぐ

り、文学、映画、著名な哲学者のテキスト、『聖書』を手引きとしながら、受講者一人ひとりと〈愛〉をめぐる旅に出かけたいと思う。

この旅に参加するに際して求められる態度は、受講者一人ひとりが愛の内実を、他人事ではなく自らの問題として引き受け、考え

るということである。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 〈愛〉をめぐる旅にむけて：愛の反対を考える 

2. 物語にみる愛の世界：マクドナルド『軽いお姫様』を味わう 

3. 映画にみる愛の世界：「人生はビギナーズ」を観る 

4. 愛のかたち：ニーグレン『アガペーとエロース』を手引きに 

5. 古代ギリシャ哲学に見る愛のかたち（１）：プラトン『饗宴』を読む 

6. 古代ギリシャ哲学にみる愛のかたち（２）：プラトン『饗宴』を読む 

7. 古代ギリシャ哲学にみる愛のかたち（３）：プラトン『饗宴』を読む 

8. 『聖書』にみる愛のかたち（１）：アリストテレスの正義論と「ぶどう園の労働者のたとえ」 

9. 『聖書』にみる愛のかたち（２）：平等な愛とは何か――「放蕩息子のたとえ」を味わう 

10. 『聖書』にみる愛のかたち（３）：無償の愛とは何か――「善いサマリア人のたとえ」を味わう 

11. 「隣人になる」ということをめぐって：「愛とは何か」から「愛するとは何か」へ 

12. 映画「きっと、星のせいじゃない。」を観る：「小さな無限」を考える 

13. 自分の人生の中に誰かを存在させること：佐野洋子「100 万回生きたねこ」を味わう 

14. 絶対に結びつかぬものが〈結びつく〉ということ：『星の王子さま』を味わう 

 

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関する指示は必要に応じて別途行うが、原則として授業で扱うテキスト（下記の参考文献）には目を通して

おく。授業の終わりに、次回までの課題として問いを出題する場合もある。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(60%)/各回の講義への出席、各回に課されるリアクションペーパーの提出、課題ペーパーの提出(40%) 

原則として次の通りとする。欠席 3 回：評価 B以下、欠席 4 回：評価 C以下、欠席 5 回：不合格（単位不可）。また、成績評価に

関しては、試験を受けない場合は評価不可・単位不可とする。 

 

テキスト（Textbooks） 

講師が各回に配布する資料  

 

参考文献（Readings） 

1. 岩田靖夫、2003 年、『ヨーロッパ思想入門』、岩波書店 (ISBN:978-4005004416) 

2. ジョージ マクドナルド著、富山太佳夫・富山芳子訳、1999 年、『軽いお姫様』、青土社 (ISBN:978-4791757459) 

3. プラトン著、久保勉訳、2008年、『饗宴』、岩波書店 (ISBN:978-4003360132) 

4. 佐野洋子、1976 年、『100 万回生きたねこ』、講談社 (ISBN:978-4061272743) 

5. サンテグジュペリ著、河野万里子訳、2006 年、『星の王子さま』、新潮社 (ISBN:978-4102122044) 

6. 島薗進、2016 年、『宗教を物語でほどく』、NHK出版 (ISBN:978-4140884935) 

各回の講義で別途参考文献を提示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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遅刻（講義開始後 15 分まで）および早退（講義終了 15 分前から）2 回で欠席 1 回とする。15 分以上の遅刻、早退は欠席とする。

特別な事情がある場合は考慮するので申し出ること。   

 

注意事項（Notice） 
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■FH187 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 
University Education in the World 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Liberal arts education and challenges facing higher education in Asia 

担当者名 

（Instructor） 
ナドゥー Ｒ．(NADEAU RANDALL L.) 

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） 
CMP1101 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 

・2012 年度以降 1 年次入学者対象科目 

・他にグローバル・リベラルアーツ・プログラム 所属学生/特別外国人学生が履修 

・この授業は、英語圏での大学の授業を想定し、全て英語で行う 

・以下の英語力を有していることが履修の目安になる 

英検準 1 級, IELTS 5.5, TOEFL®iBT 72, TOEIC®785 

・定員 15 名 

・学びの精神科目 立教 A科目 

・池袋キャンパス：8 月 1 日（水）～7 日（火） 各日 10:45～16:30 A201 教室 

 

授業の目標（Course Objectives） 

-To introduce the history of higher education in modern times 

-To teach students about styles of education in Asian and Western countries 

-To expose students to Liberal Arts education (goals and customs) 

-To review trends in higher education in Asian and Western countries 

-To prepare students for study abroad 

 

授業の内容（Course Contents） 

“University Education in the World” examines the history of higher education in Europe, the United States, and East Asia, and 

the principles of Liberal Arts Education as a model for the future. We will explore differences between the Traditional Model of 

higher education in Japan and the Liberal Arts Tradition in the US, as well as challenges facing both systems in the 21st 

century. Population change and higher education reform in Japan has inspired Japan to internationalize its higher education 

system; students today must prepare for a global future. So, the course will offer practical advice, exercises, and interactive 

opportunities for students to develop competencies in the Liberal Arts, including critical thinking, argumentative writing, and oral 

self-expression. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. The History of Higher Education 

2. The Goals of Higher Education 

3. What are the 'Liberal Arts'? 

4. Principles of Liberal Education 

5. In Defense of Liberal Education 

6. The American Higher Education System 

7. Principles of Comparative Higher Education 

8. Comparing Education in Western and Asian countries 

9. The History of Higher Education in East Asia 

10. Challenges facing higher education in East Asia 

11. Challenges facing higher education in Japan 

12. Challenges facing higher education in the US and Europe 

13. Virtues of the Traditional Education Model 

14. Virtues of the American Education Model 

15. Keys to Success 

 

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

Students are expected to read Fareed Zakaria, In Defense of a Liberal Education, Chapters 1, 3, and 5. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Attendance and Class Participation(40%)/Essay 1:  “My Higher Education Goals”(20%)/Essay 2:  “Liberal Arts 

Education”(20%)/Final Report: “My Road to Success”(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Zakaria, Fareed.. 2015. In Defense of a Liberal Education. W.W. Norton & Company Inc. (ISBN:9780393352344) 
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参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

2018 年 6 月 15 日変更（変更理由：追加募集を行うこととなったため） 

2018 年度受付期間：6/13(水) ～ 19(火)17:00 （教務事務センターにて受付） 
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■FH601 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

仏教の世界                       新座 

(World of Buddhism) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
仏教の世界観を学ぶ/グローバル化時代だからこそ学びたい東洋の思想 

担当者名 

（Instructor） 
安原 眞琴(YASUHARA MAKOTO) 

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） 
2012～2015 年度 1 年次入学者対象科目 立教 A科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「日本人は無宗教」とよく言われるが、それに対してきちんと答えられるようになる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

グローバル時代のいま、何かと注目され始めている仏教。たとえば、海外でも「禅」に人気があったり、日本の若者には「パワース

ポット」のプチブームが起こったりしています。実はとっても身近な存在なのですが、私たちは気付いていないのです。そんな仏教

を、根本的な考え方から宗派まで、多角的に分かりやすく学習します。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 日本人は無宗教なのか。 

2. 仏教は宗教なのか。 

3. 聞いたことがあるぞ。地獄と天国。 

4. 絵解きで仏教早わかり。ビデオ鑑賞。 

5. 絵解きの復習と解説。 

6. 身近な仏教に気付こう。 

7. 最も身近な仏。お釈迦さま。 

8. 聞いたことがあるぞ。北枕。ビデオ鑑賞。 

9. いろいろな仏。仏像もいろいろ。 

10. 仏教の宇宙観。地球外生命体？ 

11. 仏教の宇宙観。宇宙物理学と仏教？ 

12. 仏教伝来。 

13. 宗派の登場。 

14. 雨ニモ負ケズ 

 

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

事前学習：毎回配布プリントについて事前に調査してくる。 

事後学習：毎回リアクションペーパーで一次的な復習をする。 

宿題：課題レポートの作成時に参考文献を読んで理解を深める。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/課題レポート(20%)/リアクションペーパー(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 白川成昭・宮次男、1980、『地獄』、風濤社 (ISBN-13: 978-4892190957) 

適宜指示する 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

http://www.makotooffice.net 

 

注意事項（Notice） 
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■FH602 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

日本の宗教                       新座 

(Japanese Religions) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
人物から見る日本の宗教 

担当者名 

（Instructor） 
出口 久徳(DEGUCHI HISANORI) 

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） 
2012～2015 年度 1 年次入学者対象科目 立教 A科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

日本の宗教において、近代以前の著名な人物の物語・伝記類を取り上げることを通じて、日本の宗教について考える。 

 

授業の内容（Course Contents） 

日本の宗教における著名な人物の物語・伝記等を取り上げる。『今昔物語集』などの説話集、伝記、絵巻などのテキストを読むこ

とを通じて、日本の宗教のあり方を考える。また、キリシタン文学を取り上げて、日本の宗教を考える際の視野を広げておきたい。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 日本の宗教の人物史 

2. 聖徳太子① 

3. 聖徳太子② 

4. 聖徳太子③ 

5. 空海① 

6. 空海② 

7. 鑑真 

8. 源信（往生要集） 

9. 法然① 

10. 法然② 

11. 一遍 

12. キリシタン文学① 

13. キリシタン文学② 

14. まとめ 日本の宗教 

 

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

『今昔物語集』等を読んでおく。美術館・博物館などに足を運ぶ。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/中間レポート(10%)/出欠兼コメントペーパーの内容(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

プリントを使用する。 

 

参考文献（Readings） 

授業の中で随時紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

特になし。 

 

注意事項（Notice） 
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■FH604 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

イスラームの世界                    新座 

(World of Islam) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
イスラームの基礎知識とムスリム社会 

担当者名 

（Instructor） 
小野 仁美(ONO HITOMI) 

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） 
2012～2015 年度 1 年次入学者対象科目 立教 A科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

この授業では、世界に広がるイスラーム教徒が共有するイスラームの基本的な価値観をまず学び、その上で、ムスリム社会の抱

える問題や、多彩な魅力を知ることを目指す。 

 

授業の内容（Course Contents） 

イスラームについての知識習得と理解は、現代世界に生きる私たちにとって必須の事項であると考える。授業では、イスラームの

基礎知識を解説しつつ、イスラーム教徒の社会生活のあり方を、さまざまな角度から紹介したい。パワーポイントを使用した講義

形式で、映像資料や現物資料なども適宜活用する。授業の順序や内容は、進捗状況に応じて若干の変更の可能性がある。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業のねらいと進め方：イスラーム世界概説 

2. ハラール・ビジネスと日本 

3. イスラームともてなしの文化 

4. イスラームの儀礼行為：礼拝、断食、巡礼 

5. ユダヤ教、キリスト教、イスラーム 

6. 映画で学ぶイスラームの世界（１） 

7. パレスチナ問題とイスラームの世界 

8. 映画で学ぶイスラームの世界（２） 

9. 「アラブの春」とイスラーム主義 

10. 聖典クルアーンとムスリム社会 

11. 預言者ムハンマドの言行録（ハディース）とムスリム社会 

12. シーア派とスンナ派 

13. イスラームの美術 

14. イスラームの建築 

 

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

予習として、授業で紹介する次週のテーマに関する参考文献を読むこと。 

復習としては、もう一度参考文献を読み、理解を深めること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(50%)/コメントペーパー、授業参加態度、質問等(50%) 

授業中のスマホ使用、私語、周囲に迷惑となる行為等は減点の対象となる。 

 

テキスト（Textbooks） 

毎回レジュメを配布する。テキストはとくに指定しない。 

 

参考文献（Readings） 

1. 酒井啓子、2014、『酒井啓子『中東から世界が見える:イラク戦争から「アラブの春」へ』、岩波書店 (ISBN:978-4-005-007677) 

2. 佐藤次高、2009、『イスラーム 知の営み』、山川出版社 (ISBN:978-4-634-47461-1) 

その他の参考文献は、各回の授業時に紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FH605 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

「宗教」とは何か                    新座 

(What is  religion ?) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
宗教学入門 

担当者名 

（Instructor） 
江川 純一(EGAWA JUNICHI) 

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） 
2012～2015 年度 1 年次入学者対象科目 立教 A科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「宗教」という概念＝用語の多角的な検討や系譜学的な考察により、「宗教」という言葉に敏感になることを目指す。 

 

授業の内容（Course Contents） 

本授業は、個別の宗教についての解説ではなく、「宗教」概念についての考察である。 

具体的には、19 世紀後半以降の科学的宗教研究（宗教学）の流れを紹介しながら、「宗教」と学問的に向き合うとはどういうこと

かについて論じる。 

「信じる」でも「遠ざける」でもなく、「《宗教》について知る」という立場について考察したい。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. はじめに 日本は本当に「無宗教」なのか？ 

2. 「宗教」概念をめぐる諸問題（1） ビリーフとプラクティス 

3. 「宗教」概念をめぐる諸問題（2） 「民俗宗教」 

4. 「宗教」はどのように研究されてきたか（1） 問題の所在 

5. 「宗教」はどのように研究されてきたか（2） 霊魂論 

6. 「宗教」はどのように研究されてきたか（3） 最高存在論 

7. 神観念の諸相 

8. 「原始宗教」「未開宗教」論 

9. マギア（呪術、魔術、魔法）論 

10. 神話をいかに解釈するか（1） 19 世紀の神話学 

11. 神話をいかに解釈するか（2） 20 世紀の神話学 

12. 儀礼の検討（1） 理論編 

13. 儀礼の検討（２） 事例編 

14. 贈与が持つ意味 

 

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

配布プリントを必ず復習すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/中間レポート（2 回）(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

毎回プリントを配布する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

文献リスト http://d.hatena.ne.jp/pettazzoniano/20141226/1419569886 

 

注意事項（Notice） 
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■FH606 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

人権思想の根源                     新座 

(Root of Human Rights) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 

「マーケットは人権に先立つ」のか？～ジェンダー・セクシュアリティ平等の視点から〈教

育〉と〈社会〉の「あたりまえ」をといなおす～ 

担当者名 

（Instructor） 
堀川 修平(HORIKAWA SHUHEI) 

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） 
2012～2015 年度 1 年次入学者対象科目 立教 A科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

この授業では、人権について、とりわけ「性と人権」についての基本的な知識を身につけてもらうことを前提として、皆さんが自分

自身を縛るジェンダー・セクシュアリティ問題に気づき、課題意識をもって現代社会の諸問題に向き合えるようになることを目標と

します。 

 

授業の内容（Course Contents） 

皆さんは、性に関わる「差別」など自分には関係のないもので、差別やジェンダー・セクシュアリティについて考える必要などない

と考えていないでしょうか？現代社会におけるジェンダー・セクシュアリティ問題は「不可視化」されている点にあり、これまで経験

してきたであろう学校教育、社会教育、家庭教育などのさまざまな〈教育〉の場や日常生活のなかに存在しているのです。そして、

それらの問題を「学び」ながら私たちは育ってきています。この授業では、自分自身を縛るジェンダー・セクシュアリティ問題にまず

気づき、その上で課題意識をもって〈社会〉の諸問題に向き合えるようになることを目標とします。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション：「性は人権」？？～「性の権利宣言」って知ってますか？～ 

2. 性のジョーシキを打ち破ろう！ （１）ジェンダー／セクシュアリティってなに？ 

3. 性のジョーシキを打ち破ろう！ （２）規範としての「らしさ」と「本能」 

4. 〈教育〉の「あたりまえ」を問う （１）キョーイクってなに？ 

5. 〈教育〉の「あたりまえ」を問う （２）学校教育の「歪み」とこぼれおちる人権 

6. 〈教育〉の「あたりまえ」を問う （３）包括的性教育の重要さ 

7. 成人教育とジェンダー・セクシュアリティ （１）成人はどこでなにを「学ぶ」のか？ 

8. 成人教育とジェンダー・セクシュアリティ （２）「人権侵害はいけません」は、いけません？ 

9. 成人教育とジェンダー・セクシュアリティ （３）〈社会〉はどう変える？ 

10. 〈社会〉でなにを学ぶ？ （１）「炎上」と「人権」 

11. 〈社会〉でなにを学ぶ？ （２）「マーケットが人権を作る」のか？ 

12. 「まなざし」を問う （１）「ヘン」でなにが悪い？～日本社会の「空気」の重さ～ 

13. 「まなざし」を問う （２）それでも「フツー」がお好きですか？ 

14. 「みえない」から「みえる」へ：あらためて「あたりまえ」をといなおす 

 

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

受講にあたって準備は必要ありませんが、授業中に提示する学習課題および授業内容について、ノートづくりが必要です。また、

授業で配布しますレジュメや資料は「膨大」になりますので、各自ファイリングをするようにしましょう。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(60%)/中間レポート(30%)/授業内で書いてもらうコメントや感想内容(10%) 

期末試験（60％）、中間レポート（30％）、これに授業内でのコメントや感想内容（10％）を加えて総合的に評価します。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 橋本紀子ら、2017、『ハタチまでに知っておきたい性のこと (大学生の学びをつくる)第 2 版』、大月書店 (ISBN:427241237X) 

2. 伊田広行、2015、『デート DV・ストーカー対策のネクストステージ：被害者支援／加害者対応のコツとポイント』、解放出版社 

3. 笹川あゆみら、2017、『ジェンダーとわたし：〈違和感〉から社会を読み解く』、北樹出版 

4. 好井裕明、2007、『差別原論――〈わたし〉のなかの権力とつきあう』、平凡社 

授業内でレジュメ・資料も配布します。併せて学習に役立ててください。 

 

参考文献（Readings） 

1. ベル・フックス、2003、『フェミニズムはみんなのもの』、新水社 

2. 浅井春夫ら、2003、『ジェンダーフリー・性教育バッシング ここが知りたい 50 の Q&A』、大月書店 

3. 高橋哲哉、2012、『犠牲のシステム 福島・沖縄』、集英社 

4. 河口和也、2003、『クィア・スタディーズ』、岩波書店 



 - 832 - 

5. パウロ・フレイレ、2011、『被抑圧者の教育学―新訳』、亜紀書房 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

この授業では「ジェンダー・セクシュアリティ平等の視点」を“社会におけるすべての人の〈性〉に関する抑圧の解放を目指すため

に、性の多様性を認め、性の差別や偏見から自由になること”と定義して、現代社会における「差別」問題について考えていきま

す。その際、皆さんに「自分ごと」としてこれらの問題を捉えてもらいたいと思いますので、積極的にグループワークや個人ワーク

を方法として用います。他の受講生の学習権の侵害がないように積極的に参加していただきたいと思います。 

 

注意事項（Notice） 
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■FH607 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

手話と人権を考える                   新座 

(Sign Languages and Human Rights) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
ろう者学・手話学入門 

担当者名 

（Instructor） 
佐伯 敦也(SAIKI ATSUYA) 

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） 
2012～2015 年度 1 年次入学者対象科目 立教 A科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

ろう者、手話について知り、経験することを通して、共生社会を考えるための新たな視点を獲得する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

ろう者を言語・文化的少数者として、手話を自然言語として捉え、その仕組み、構造を具体的にみていく。またろう者・手話と社会

の関わりについて、教育、法、人権などの側面から扱う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション：ろう者とはどのような人々なのか、手話とはどのような言語なのかについて概観する。 

2. 手話の成立：手話はいつごろ、どのようにして成立したのか海外の例も参考にしつつ学ぶ。 

3. 言語の普遍性と手話：手話言語と音声言語の共通点、相違点について学ぶ。 

4. 手話の文法１：手話とはどのような言語なのか、手話を構成する部位について学ぶ。 

5. 手話の文法２：手話の文法にはどのような特徴があるのかを学ぶ。 

6. ろう文化：デフウェイ、ろう文化とよばれる事象について学ぶ。 

7. ろうコミュニティ：ろう者および関連する人々のネットワークについて学ぶ。 

8. ろう者の芸術：いわゆるデフアートについてその成立過程、取組みの内容、日本とアメリカの違いについて学ぶ。 

9. ろう者のエンターテインメント：ろう者によるエンターテインメントやパフォーマンスの実践に触れる。 

10. ろう者の歴史：ろう者と彼らを取り巻く社会の変容について学ぶ。 

11. ろう教育：ろう児に対する教育について学ぶ。 

12. 法と人権：ろう者、手話に関わる法体制のあり方、人権について学ぶ。 

13. 言語的少数者：音声言語の言語的マイノリティとろう者の共通する特徴、相違点について学ぶ。 

14. まとめ、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、本または論文のレビューレポートを課す。授業の予習を兼ねる内容になる。準備した上で授業に臨むことが求められる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席、コメントカードなど授業への参加(30%)/レポート(40%)/最終テスト(Final Test)(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 現代思想編集部、2000、『ろう文化』、青土社 (ISBN:479175803X) 

2. パッデン、ハンフリーズ、2016、『新版「ろう文化」案内』、明石書店 (ISBN:9784750343365) 

3. 木村晴美、2007、『日本手話とろう文化』、生活書院 (ISBN:4903690075) 

4. 岡典栄、赤堀仁美、2011、『日本手話のしくみ』、大修館書店 (ISBN:4469222151) 

5. 米川明彦、2002、『手話ということば』、PHP研究所 (ISBN:4569619657) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

毎回、本または論文のレビューを課す。これとは別に課外でのフィールドワークを含めた数本のレポート、発表を課す。 

欠席せざるを得ない場合、必ず事前に連絡すること。 

 

注意事項（Notice） 
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■FH608 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

点字から考える人権                   新座 

(Braille as a Gateway to Human Rights) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
言語と人権 

担当者名 

（Instructor） 
堀越 喜晴(HORIKOSHI YOSHIHARU) 

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） 

2012～2015 年度 1 年次入学者対象科目  

定員 30 名 立教 A科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

点字を新たな「自分の文字」として習得するとともに、それを使用している人々（特に重度の視覚障害者）の生活実感を身近なも

のにする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

点字は、人類共有の文字である。けして視覚障害者だけが「文字の代わりに」使用する記号ではない。しかし、残念なことに、これ

は現在一般的な共通認識となっているとは言えない。この事実が、今日点字の主たる使用者である視覚障害者が置かれている

人権をめぐる状況を如実に物語っている。この授業では、点字を新たな「自分の文字」として習得するとともに、文字と人権、そし

て更に広く「人権とは何か」について深く考えたい。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. イントロダクション－視覚障害者の生活 

3. 点字小史 

4. 点字の成り立ち－ブライユの７行表と日本語点字 

5. 講義と実践１．視覚障害者と読書 

6. 講義と実践２．人権保障と文字情報保障 

7. 講義と実践３．さまざまな点字 

8. 講義と実践４．町の中の点字あれこれ 

9. 講義と実践５．点字以外の触覚情報 

10. 講義と実践６．IT時代の視覚障害者 

11. 点字のレイアウト 

12. 国連の「障害者の権利条約」および我が国の障害者総合支援法と障害者観の変遷 

13. (視覚）障害者の生き辛さについて 

14. コミュニケーションのバリアフリーとは 

 

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

受講者は日本点字図書館販売の N632 小型点字器(1,150 円）と点字用紙を購入すること（１号館１階 ＭＡＲＵＺＥＮブックセンタ

ーで販売）。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席および授業への積極的参加度(30%)/テスト(40%)/課題の達成度(30%) 

なお，単位修得のためには 75％以上（3/4 以上）の出席と最終授業時に行われるテストを受けることを必要とする。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 『点訳のしおり』、社会福祉法人 日本点字図書館 

 

参考文献（Readings） 

授業内で指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FH609 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

立教ゼミナール                     新座 

(Seminars for Students of Rikkyo University) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
信仰と共生、あるいは他者理解 

担当者名 

（Instructor） 
岡田 聡(OKADA SATOSHI) 

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） 

2012～2015 年度 1 年次入学者対象科目  

定員 30 名 立教 B 科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

・信仰が何であるかについて考えること。 

・文献を読み解いて、それをアウトプットする力を身につけること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

 人は日常的なものから宗教的なものまで、何らかの信念あるいは信仰を持っている。友人からひどい目にあわされることはない

だろうと信頼し、イエスはキリストだと信仰する。しかし、信念や信頼、信仰は、ときとして、喧嘩や戦争といった対立を生み出しも

する。他者や他文化との共生の可能性を開くためにも、信念や信仰が何であるか（あるいは何でないか）を考えてみたい。 

 テキストとしてパウル・ティリッヒ『信仰の本質と動態』を用いる。授業では、その講読と議論をおこなう。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション（１） 

2. オリエンテーション（２） 

3. テキスト講読・議論 信仰とは何であるか（１） 

4. テキスト講読・議論 信仰とは何であるか（２） 

5. テキスト講読・議論 信仰とは何であるか（３） 

6. テキスト講読と議論 信仰とは何でないか 

7. テキスト講読と議論 信仰の象徴 

8. テキスト講読と議論 信仰の類型（１） 

9. テキスト講読と議論 信仰の類型（２） 

10. テキスト講読と議論 信仰の真理（１） 

11. テキスト講読と議論 信仰の真理（２） 

12. テキスト講読と議論 信仰の真理（３） 

13. テキスト講読と議論 信仰の生活（１） 

14. テキスト講読と議論 信仰の生活（２） 

 

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

・開講前にテキストを通読しておくこと。 

・各回で講読する箇所の精読。議論の準備。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/口頭発表(40%)/議論への参加度(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. パウル・ティリッヒ、2000、『信仰の本質と動態』（谷口美智雄訳）、新教出版社 (ISBN:9784400340560) 

復刊版。税込 1,080 円。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FH610 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

近代日本社会と人権                   新座 

(Modern Japanese society and human rights) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
部落問題を中心に 

担当者名 

（Instructor） 
黒川 みどり(KUROKAWA MIDORI) 

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） 
2012～2015 年度 1 年次入学者対象科目 立教 A科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

部落問題を中心に据えながら近現代日本のマイノリティの歴史を振り返ることにより、「他者感覚」を身につける一助とし、人権問

題についての理解を深める。 

 

授業の内容（Course Contents） 

沖縄、アイヌ、女性、などさまざまな差別の問題にも言及しながら、明治維新から現代までの近現代社会の部落問題の歴史を講

義し、日本の近現代社会のありようを問う。映画の鑑賞なども採り入れながら、対象についての理解を深めていきたい。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

部落問題とは 

2. 映画「人間みな兄弟」（1960 年、監督；亀井文夫）から部落問題を読み解く 

3. 近代社会の成立と｢解放令」 

 被差別部落 

4. 国民の境界―被差別部落／アイヌ／沖縄 

5. 発見される被差別部落―地方改良運動と被差別部落 

 植民地、「新しい女」、隔離と囲い込み 

6. 帝国のなかの差別と「平等」 

 立ち上がるマイノリティ…全国水平社の成立 

7. 米騒動／人種平等 

 アジア・太平洋戦争の開始と棄民 

8. 自力解放運動の成立 

9. アジア・太平洋戦争と動員される差別（３） 

 皇民化政策、棄民と「捨て石」 

10. 映画「橋のない川 第 1 部」（1969 年、監督；今井正）から明治後期―大正期の部落問題を読み解く（１） 

11. 映画「橋のない川 第 1 部」（1969 年、監督；今井正）から明治後期―大正期の部落問題を読み解く（２） 

12. 弾き直される境界―帝国の解体 

13. 市民への包摂と排除 

14. 「人権」の時代／今 

 

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

予め指示した資料等を読み，学習してのぞむこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(70%)/授業内で実施する数回の小テスト(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 黒川みどり、2011、『描かれた被差別部落』、岩波書店 

2. 黒川みどり、2011、『近代部落史』、平凡社新書 

3. 黒川みどり、2016、『入門被差別部落の歴史』、解放出版社 

4. 黒川みどり、2016、『創られた「人種」―人種主義と部落差別』、有志舎 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■FH611 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

大学と現代社会                     新座 

(University and Modern Society) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
大学の現代的課題を考える 

担当者名 

（Instructor） 
前田 早苗(MAEDA SANAE) 

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） 
2012～2015 年度 1 年次入学者対象科目 立教 A科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

大学がどのようにしてできたのかを理解し、学生と大学と社会のかかわりを歴史的に把握する。大学で学ぶことの意味を考える。 

 

授業の内容（Course Contents） 

戦後の大学制度がどのようにして成立し展開していったのかを中心に講義する。そのなかで、大学と社会との関係がどのように

変遷していったのか、現代社会において大学がどのような役割を期待され、どのような課題を抱えているのかを確認する。その過

程で世界の高等教育制度についても紹介する。これらを通じて、学生と大学と社会のかかわりを歴史的に把握し、学生自身と立

教大学とのかかわりを考える契機とする。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス－大学がおかれている現代的状況についての概説 

2. 戦前の教育制度について 

3. 立教大学の歴史について 

4. 新制大学の発展と課題（1947 年～1970 年）―教養教育を中心として― 

5. 「学生紛争」と大学 

6. 1970 年代以降の高等教育改革―公的文書の分析を通じて― 

7. 世界の高等教育制度―欧米の大学①― 

8. 世界の高等教育制度―欧米の大学②― 

9. 世界の高等教育制度―アジアの大学― 

10. 社会から見た大学 

11. 2000 年以降の答申から大学を考える 

12. 大学評価と質保証 

13. 「学士課程教育」がめざすもの 

14. まとめとテスト 

 

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

授業の際に配布するプリントを事前に読んでおく。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(40%)/小レポート(20%)/毎回の授業への参加姿勢(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 安原義人、大塚豊、羽田貴史、2008、『大学と社会』、放送大学教育振興会 (ISBN:ISBN978-4-595-30802-4) 

2. 早田幸政、諸星裕、青野透、2010、『高等教育論入門』、ミネルヴァ書房 (ISBN:ISBN978-4-623-05897-6) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

学制百年史 

http://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/html/others/det ail/1317552.htm 

 

注意事項（Notice） 
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■FH613 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

立教ゼミナール                     新座 

(Seminars for Students of Rikkyo University) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
ワークショップを通して学ぶ「持続可能な暮らし」と「幸せ」 

担当者名 

（Instructor） 
空閑 厚樹(KUGA ATSUKI) 

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） 

2012～2015 年度 1 年次入学者対象科目  

定員 30 名 立教 B 科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

近い将来「かつて，生活の豊かさは経済成長によってもたらされると考えられていた」といわれる時代がくるかもしれません。現

在，私たちは有限な化石資源，悪化する地球環境，グローバル経済の弊害の顕在化等の問題に直面しています。これらはいず

れも経済成長が私たちの目指すべき唯一の目標ではないこと，また持続可能でもないことを示しています。しかし経済成長に替

わる指標はまだありません。現在は過渡期にあるといえるでしょう。授業ではワークショップを通して持続可能な暮らしのあり方に

ついて学び，議論します。 

 

授業の内容（Course Contents） 

５～６人程度の小グループに分け，毎回，発表者がテキストの担当部分を整理して内容を紹介します。コメンテーターがそれを受

けて自分なりの意見を述べます。そして司会者（ファシリテーター）がそのグループの参加者が創造的な意見が出せるような司会

を目指します。また持続可能な暮らしの実践についての資料検討、映像を視聴することにより現状把握と未来へのビジョンをふま

え持続可能な暮らしの具体的プランを作成します。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入 

2. 創造的な場作り（１） 

3. 創造的な場作り（２） 

4. 創造的な場作り（３） 

5. 現状の検討（１） 

6. 現状の検討（２） 

7. 持続可能な暮らしの取り組み（１） 

8. 持続可能な暮らしの取り組み（２） 

9. 持続可能な暮らしの取り組み（３） 

10. 持続可能な暮らしの取り組み（４） 

11. 具体的プランの作成（１） 

12. 具体的プランの作成（２） 

13. 報告会（１） 

14. 報告会（２） 

 

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

「持続可能な暮らし」もしくは「持続可能な社会」をキーワードとして含む新聞記事を 3 つ以上調べて初回授業に持参すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/出席および授業参加度(40%)/相互評価への貢献度(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FH614 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

立教ゼミナール                     新座 

(Seminars for Students of Rikkyo University) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
問題の気づき、課題の発見、正解のない課題について理解する。 

担当者名 

（Instructor） 
韓 志昊(HAN JIHO) 

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） 

2012～2015 年度 1 年次入学者対象科目  

定員 30 名 立教 B 科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

正解のない課題を自分で気づくこと、意思決定のために情報を収集し、分析して判断する重要性と方法について学ぶ 

 

授業の内容（Course Contents） 

広い範囲の情報を判断する必要や方法を理解し、実際に正解のない課題を分析しながら、考える力と疑問を持つ訓練をする。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction 

2. 情報について 

3. リサーチの基礎を理解する 

4. 疑問、課題について考える 

5. グループワーク１：課題を設定する 

6. グループワーク１：課題の分析 

7. グループワーク１：分析結果の発表 

8. グループワーク２：課題を設定する 

9. グループワーク２：課題の分析 

10. グループワーク２：分析結果の発表 

11. グループワーク３：課題を設定する 

12. グループワーク３：課題の分析 

13. グループワーク３：分析結果の発表 

14. まとめ 

 

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

毎回の課題や授業外グループワークに積極的に参加すること。 

新聞を読む習慣を身につけること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業内参加(50%)/個人発表(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

授業内で適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

適宜受業内で紹介する。 

 

注意事項（Notice） 
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■FH615 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

立教ゼミナール                     新座 

(Seminars for Students of Rikkyo University) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
韓国・朝鮮研究へのアプローチ 

担当者名 

（Instructor） 
高 成鳳(KOU SONBON) 

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） 

2012～2015 年度 1 年次入学者対象科目  

定員 30 名 立教 B 科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

朝鮮語を母語とせず、大学で朝鮮語を初めて履修した学生および、大学入学前から朝鮮語学習を継続してきた学生を対象に、

朝鮮語の実用的運用能力と朝鮮語による情報の収集・分析スキルの向上を目指す。 

 

授業の内容（Course Contents） 

韓国・朝鮮についての基礎的知識の習得とともに、朝鮮語の資料・データへのアクセス方法や、現在の朝鮮半島研究における論

点・争点を踏まえ、朝鮮半島をめぐる政治・歴史・経済・文化・国際関係等についてより広く深く理解し、受講生が大学における朝

鮮語による学びを深化させる契機となる授業としたい。なお履修に際しては、ハングル能力検定試験４級相当以上の朝鮮語能力

が求められる。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. はじめに 授業の進め方と受講者の関心分野について整理 

2. 朝鮮半島を知る基礎知識（１） 

3. 朝鮮半島を知る基礎知識（２） 

4. 朝鮮語資料文献・データベース利用方法 

5. 報告と討論（１） 

6. 報告と討論（２） 

7. 報告と討論（３） 

8. 韓国の政治と社会を考察する 

9. 北朝鮮の政治と社会を考察する 

10. 日本と朝鮮半島の関係を考察する 

11. 報告と討論（４） 

12. 報告と討論（５） 

13. 報告と討論（６） 

14. まとめ 

 

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

しっかりとした事前学習、関心分野についてのバランスのとれた情報の収集と分析を心がけてください。報告と討論への積極的な

参加を期待します。韓国への留学や語学研修参加経験がある学生は、そのことを積極的に活かして問題意識を高めていってくだ

さい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(30%)/授業全般への参加と貢献(40%)/報告と討論(30%) 

最終レポートは報告と討論を発展させた、学習内容のまとめに相当するものです。 

 

テキスト（Textbooks） 

指定せず。必要に応じて資料を配付します。 

 

参考文献（Readings） 

1. 金成玟・岡本亮輔・周倩 編、2017、『東アジア観光学 まなざし・場所・集団』、亜紀書房 

2. 石坂浩一・福島みのり編、2014、『現代韓国を知るための 60章 第二版』、明石書店 

3. 伊藤亜人他監修、2014、『新版 韓国・朝鮮を知る事典』、平凡社 

4. 朝鮮史研究会編、2011、『朝鮮史研究入門』、名古屋大学出版会 

5. 石坂浩一編、2006、『北朝鮮を知るための 51 章』、明石書店 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■FH616 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

立教ゼミナール                     新座 

(Seminars for Students of Rikkyo University) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
スポーツとコーチングにおける諸問題を考える 

担当者名 

（Instructor） 
佐良土 茂樹(SARODO SHIGEKI) 

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） 

2012～2015 年度 1 年次入学者対象科目  

定員 30 名 立教 B 科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

この授業では、スポーツとコーチングにおける諸問題をさまざまな観点から一緒に考えていくことを通じて、広い視野をもって議論

する能力や、自分たちの生き方、社会全体のあり方を見直す能力を涵養することを目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

体罰やハラスメントやドーピング等のスポーツにまつわる諸問題、現代のスポーツにおいて重要度が増しているコーチングにまつ

わる諸問題を、倫理学的観点を中心としつつも、専門領域にとらわれない広い視野をもって検討し、議論をしていく。以下に授業

計画を提示するが、受講生の関心や興味に応じて扱うトピックに若干の変更を加える可能性もある。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. スポーツにおける体罰の問題 

3. スポーツにおけるハラスメントの問題 

4. スポーツにおけるドーピングの問題 

5. スポーツと部活動 

6. スポーツとオリンピック・パラリンピック 

7. スポーツとメディア 

8. 「私」が受けてきたコーチング 

9. コーチの役割とは何か？ 

10. よいコーチングとは何か？ 

11. コーチに必要な知識・技術・人柄とは何か？ 

12. コーチにとっての「幸福」とは何か？ 

13. アスリート・センタード・コーチング 

14. 全体の振り返りと総括 

 

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

受講生は次回に使用されるテキスト、記事、論文等を事前に読んで、自分の考えをまとめてくることが求められる（30〜60 分）。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/授業参加状況（レポート報告・議論への参加）(40%)/リアクションペーパー(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

共通のテキストは特に指定しない。授業の各トピックに関するテキスト・記事・論文等については適宜コピーを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 友添秀則編、2017、『よくわかるスポーツ倫理学』、ミネルヴァ書房 (ISBN:978-4623080137) 

2. 川谷茂樹、2005、『スポーツ倫理学講義』、ナカニシヤ出版 (ISBN:978-4888489232) 

3. シェリル・ベルクマン・ドゥルー、2012、『スポーツ哲学の入門』、ナカニシヤ出版 (ISBN:978-4779505713) 

4. コーチング学会編、2017、『コーチング学への招待』、大修館書店 (ISBN:978-4469268195) 

5. マイク・シャシェフスキー、2011、『コーチ Kのバスケットボール勝利哲学』、イースト・プレス (ISBN:978-4781605326) 

その他の参考文献のリストについては第一回目の授業で配布する。受講生はそれぞれのトピックに関連する優れた文献・記事・

論文を知っていれば積極的に共有して欲しい。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 



 - 844 - 

■FH617 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

立教ゼミナール                     新座 

(Seminars for Students of Rikkyo University) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
家族心理学：家族とこころ 

担当者名 

（Instructor） 
山田 哲子(YAMADA TETSUKO) 

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） 

2012～2015 年度 1 年次入学者対象科目  

定員 30 名 立教 B 科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

この授業では，心理学の観点から家族の定義や成り立ちなどの基本的事項を学ぶことから始める。それを受け，従来の価値観

にとらわずに「家族」の多様性について学習する。また，昨今の家族をめぐる様々なテーマに関心を持ち，自ら学び，議論する力

を養うことを目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

授業の前半の回は，家族心理学に関するテキストを講読し，家族の成り立ちや定義，家族の関係性，家族の中で生じやすい問

題について心理学のアプローチから学ぶ。各回において発表担当者が担当文献をレジュメにまとめ，それを受けて授業内でディ

スカッションを行う。授業の後半の回では，前半で講読したテキストの内容から各自が家族心理学の中で興味を持ったテーマを決

め，先行研究を読み，プレゼンテーションを行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 文献講読① 家族とは何か 

3. 文献講読② 結婚、夫婦の始まり 

4. 文献講読③ 夫婦の関係 

5. 文献講読④ 親子の関係 

6. 文献講読⑤ 家族の病理 

7. 文献講読⑥ これからの家族のかたち 

8. プレゼンテーション発表とディスカッション① 

9. プレゼンテーション発表とディスカッション② 

10. プレゼンテーション発表とディスカッション③ 

11. プレゼンテーション発表とディスカッション④ 

12. プレゼンテーション発表とディスカッション⑤ 

13. プレゼンテーション発表とディスカッション⑥ 

14. 全体のまとめ 

 

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

各自発表担当となった授業において、レジュメを作成する。また、自身が発表担当でない授業の配布資料も読み込み、ディスカッ

ションに備えること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への出席とディスカッションへの参加(50%)/レジュメ作成および発表、レポート(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業内および Blackboardにて適宜配布を行う。 

 

参考文献（Readings） 

1. 中釜洋子ほか、2008、『家族心理学―家族システムの発達と臨床的援助』、有斐閣ブックス 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 845 - 

■FH621 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

オーダーメイド医療最前線                新座 

(Forefront of made-to-order medicine) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
ニーズキャッチ先端医療技術の現状と課題 

担当者名 

（Instructor） 
溝口 元(MIZOGUCHI HAJIME) 

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） 
2012～2015 年度 1 年次入学者対象科目 立教 A科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

オーダーメイド医療・テイラーメイド医療と呼ばれる個々人の健康や医療に関する要望に沿った生命科学，先端医療技術の現状

が科学的社会的背景とともに理解できる。その問題点と将来展望が考察できる。日常的に具体的な議論ができる。これらが目標

である。 

 

授業の内容（Course Contents） 

マスメディア等でしばしば耳にする今日の生命科学や先端医療技術の成果を個々人の身体・健康・疾病状況に対する願望の実

現という視点に立って解説する。自然科学的原理から医療，生命倫理，社会福祉の現場へ至る各場面で，自身の関心に沿って

自ら考えていくことができる素材の提供を目指したい。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 全体概要 

2. 不妊治療の実際 

3. 生殖医療技術 

4. 再生医療・クローン技術 

5. 出生前診断の原理と問題点 

6. 染色体異常の諸相 

7. 遺伝病と社会的受容 

8. ゲノム科学とその拡がり 

9. 各国の優生学・優生思想 

10. 医師と患者の関係 

11. 延命治療・終末期医療 

12. 脳死と臓器移植 

13. 安楽死と尊厳死 

14. まとめ 

 

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

日常的にメディアで発せられる先端医療技術や最新の生命科学の話題に関心を持ち、自身の場合と結び付けて考えてみるアク

ティブラーニングの習慣を持つことを授業外学習の骨子とする。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(70%)/毎回のコメントペーパー(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 溝口元、2016、『生命倫理と人間福祉』、アイケイコーポレーション (ISBN:978-4-87492-339-9) 

 

参考文献（Readings） 

必要に応じて授業中に紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

とくに予備知識は必要としない。講義形式。時事的話題を取り上げつつその自然科学的，医学的背景を解説する 

 

注意事項（Notice） 
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■FH622 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

大学と科学技術                     新座 

(Universities And Science Technology) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
社会の中の科学技術 

担当者名 

（Instructor） 
古谷 紳太郎(FURUYA SHINTARO) 

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） 
2012～2015 年度 1 年次入学者対象科目 立教 A科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

現代社会は、社会それ自体が科学技術化している。そのため、社会における科学と技術についての理解は、社会人にとっての必

須教養であると言っても言い過ぎではない。本授業の目標は、科学技術化した社会における諸問題およびその将来について、

文・理の別にとらわれず建設的な議論ができるようになるための基本的な知識を身につけることである。 

 

授業の内容（Course Contents） 

第一に、大学、科学、技術それぞれの歴史を振り返り、現代社会における大学と科学技術の関係が成立するまでの経緯を学ぶ。

第二に、科学技術が社会に与えた衝撃と社会の側での対応について、様々な事例を学ぶ。第三に、現代社会における大学と科

学技術がどのような関係にあるかを学ぶ。以上三点を踏まえ、最後にグループワークを行い、社会、大学、科学技術の将来につ

いてのディスカッションと発表を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 大学の歴史 

3. 科学・技術の歴史１ 

4. 科学・技術の歴史２ 

5. 科学技術と戦争 

6. 大学と研究開発 

7. 公害、地球環境問題 

8. トランスサイエンス問題 

9. 大学、科学技術、研究開発１ 

10. 大学、科学技術、研究開発２ 

11. グループワーク１（ディスカッション） 

12. グループワーク２（発表準備） 

13. グループワーク３（発表） 

14. まとめ 

 

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

中間レポートのための読書とグループワークの準備（グループメンバーとのコミュニケーション）。課題図書は授業中に指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業参加度(50%)/中間レポート(30%)/グループワーク(20%) 

ただし，単位取得のためには中間レポートの提出およびグループワークへの参加を必要とする。止むを得ずグループワークに参

加できない場合は、個別に相談すること。 

 

テキスト（Textbooks） 

配布物をテキスト代わりとして授業を行うため、テキストは使用しない。 

 

参考文献（Readings） 

1. 中島秀人、2008、『社会の中の科学』、日本放送出版協会 (ISBN:ISBN978-4-595-30813-0．) 

その他参考文献および中間レポートのための課題図書は、授業中に指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

「科学技術の智プロジェクト報告書」 

（http://www.jst.go.jp/csc/knowledge/investigation/s4a.html） 

 

注意事項（Notice） 

 



 - 847 - 

■FH701 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

仏教の世界 

(World of Buddhism) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
落語と説教 

担当者名 

（Instructor） 
宮 信明(MIYA NOBUAKI) 

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） 
2012～2015 年度 1 年次入学者対象科目 立教 A科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

落語と説教それぞれの基礎知識を身につけるとともに、その関わりについて学習・考察し、仏教が日本の文化・生活のなかにい

かに深く浸透しているのかを再確認する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

落語の源流のひとつは仏教の節談説教だといわれています。落語の祖と称される安楽庵策伝は浄土宗の高僧であり、京都にお

ける落語家の祖・露の五郎兵衛も日蓮宗の僧侶でした。仏教の経典や教義を民衆に教えさとすための説教が、いかにして庶民

の芸能となっていったのか。その娯楽化の過程で、何が消え、何が残ったのか。また、現在演じられている落語から垣間見える仏

教の教えとは。本講義では、以上の点について、文字資料だけでなく多くの映像・録音資料にあたりながら考察を加えていきま

す。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業計画・成績評価について 

2. 落語とは? 

3. 仏教の歴史⑴ 

4. 仏教の歴史⑵ 

5. 説教の歴史⑴ 

6. 説教の方法 

7. 落語の歴史 

8. 落語「寿限無」 

9. 落語「寝床」 

10. レポートについて 

11. 落語「だくだく」 

12. 『真景累ヶ淵』1 

13. 『真景累ヶ淵』2 

14. おわりに 

 

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

予習・復習範囲および課題は授業時に適宜指示します。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/受講態度及びコメントカード兼出席票の記載内容によって評価します。(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特に指定はしません。毎時間プリントを配布します。 

 

参考文献（Readings） 

関山和夫 『説教の歴史―仏教と話芸―』 (岩波書店 1978 年)、関山和夫 『仏教と民間芸能』 (白水社 1982 年)など、仏教と芸

能の関わりを論じた関山和夫の一連の著作は、品切れ・絶版のものも少なくありませんが、一読をお勧めします。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

取り上げる演目については「猿後家」「松山鏡」等に変更する可能性があります。また、より詳細な参考文献・資料については授業

時に適宜指示しますが、質問等ございましたら、遠慮せずにどうぞ。 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 848 - 

■FH702 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

日本の宗教 

(Japanese Religions) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
信仰の多様性と表象 

担当者名 

（Instructor） 
吉橋 さやか(YOSHIHASHI SAYAKA) 

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） 
2012～2015 年度 1 年次入学者対象科目 立教 A科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

日本における宗教・信仰・思想について、その特徴や多様性を知るとともに、それらがどう表現されてきたのかなど、文化のありよ

うについても理解を深める。 

 

授業の内容（Course Contents） 

 主に古代から近世にかけての神話、説話、寺社縁起、物語などの文献資料や、絵巻・絵画、祭礼、芸能・パフォーマンスなどの

非文字資料を通して、神祇信仰などの基層信仰と仏教などの外来宗教のありようや、その世界観、死生観、身体観、さらには信

仰をめぐる生活や文化の様相に迫る。授業では、下記の１～14のテーマについて、さまざまな資料を適宜示しながら講義してい

く。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス（中間レポートについてのアナウンスも行う予定） 

2. 神道と神々の言説 

3. 仏教と神仏習合 

4. 仏教の世界観―仏の世界と六道― 

5. 釈迦の物語 

6. 山岳信仰 

7. 陰陽道 

8. 観音信仰 

9. 御霊信仰 

10. さまざまな異界 

11. 病 

12. 死 

13. 性と聖 

14. まとめ 

 

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

近くの美術館や博物館を訪れ、少しでも多くの文化財や資料を目にする機会を持ってほしい。また、身近なところにある寺社にも

訪れ、その歴史や背景を知ってほしい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(50%)/リアクションペーパーの内容(30%)/中間レポート(20%) 

なお、70％以上の出席をしていない場合は、成績評価の対象としない。 

 

テキスト（Textbooks） 

毎回レジュメを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

授業時に適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

本授業では、毎回さまざまな資料を取り上げるが、病や死を描いた絵画資料（『六道絵』『地獄草紙』『病草紙』『九相図』など）や、

性愛を描いた絵画資料（『小柴垣草紙』『袋法師絵巻』『稚児之草子』など）も、日本の宗教における表象文化の一端として扱う予

定である。 

 

注意事項（Notice） 

 

 



 - 849 - 

■FH703 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

ジェンダーとキリスト教 

(Gender and Christianity) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
ジェンダーからみた「キリスト教・宗教」論再考 

担当者名 

（Instructor） 
古澤 有峰(FURUSAWA YUMI) 

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） 
2012～2015 年度 1 年次入学者対象科目 立教 A科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

ジェンダーの視点からキリスト教と宗教を捉えなおす。 

 

授業の内容（Course Contents） 

理論と実際の両方を検証する事を通じて、ジェンダーとキリスト教をめぐる問題や課題について学習・理解を深める。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入：ジェンダーの視点からキリスト教と宗教を捉えなおす 

2. ジェンダーの視点からキリスト教における「聖書」「神」を再考する 

3. ジェンダーとキリスト教からみた性的マイノリティ（１） 

4. ジェンダーとキリスト教からみた性的マイノリティ（２） 

5. ジェンダーとキリスト教からみた性的マイノリティ（３） 

6. ジェンダーとキリスト教からみた生命倫理（１） 

7. ジェンダーとキリスト教からみた生命倫理（２） 

8. ジェンダーとキリスト教からみた生命倫理（３） 

9. ジェンダーとキリスト教からみたスピリチュアルケア（１）  

10. ジェンダーとキリスト教からみたスピリチュアルケア（２） 

11. ジェンダーとキリスト教からみたスピリチュアルケア（３） 

12. ジェンダーとキリスト教からみたスピリチュアルケア（４） 

13. ジェンダーとキリスト教からみたスピリチュアルケア（５）（１～３：医療・看護・社会福祉・心理学関連 ４、５：音楽・アート関

連） 

14. まとめ・授業総括 

 

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

特になし。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(60%)/出席およびリアクションペーパー(40%) 

遅刻や途中退席は原則認めない。単位修得の為には 80%以上の出席が必要。 

 

テキスト（Textbooks） 

特に指定しない。 

 

参考文献（Readings） 

必要に応じて提示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FH704 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

イスラームの世界 

(World of Islam) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
哲学・神秘主義・原理主義 

担当者名 

（Instructor） 
青木 健(AOKI TAKESHI) 

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） 
2012～2015 年度 1 年次入学者対象科目 立教 A科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

イスラーム思想を東方キリスト教・ゾロアスター教など，西アジアの諸思想との比較の中で理解する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

イスラームの形成と発展に至る歴史的展開を重視する。古代末期に東方キリスト教・ゾロアスター教の文化圏でイスラームが成

立する過程から始まり，ヘレニズムの影響下に哲学・科学を受容して独特のイスラーム文明を発展させるまでを追う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 古代末期の西アジア①～東方キリスト教とビザンティン帝国～ 

2. 古代末期の西アジア②～ゾロアスター教とペルシア帝国～ 

3. 古代末期の西アジア③～偶像崇拝とアラビア砂漠～ 

4. 預言者ムハンマドとイスラームの勃興 

5. イスラームの大征服活動 

6. ヘレニズムの吸収とイスラーム哲学・科学の成立 

7. イスラームの社会秩序～イスラーム法学～ 

8. イスラームの内省～イスラーム神学とイスラーム神秘主義～ 

9. イブン・アラビーの出現と存在一性論 

10. 神秘主義的イスラームの時代 

11. インド・イスラームの特徴 

12. サラフィー主義とイスラーム復興運動 

13. ワッハーブ派とバアス党 

14. イスラーム原理主義へ 

 

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

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)(70%)/出席および授業態度(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 青木健、2008、『ゾロアスター教史』、刀水書房 

2. 青木健、2012、『古代オリエントの宗教』、講談社 

小杉泰『イスラームとは何か』（講談社現代新書 1994 年） 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FH705 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

「宗教」とは何か 

(What is  religion ?) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
宗教学入門 

担当者名 

（Instructor） 
江川 純一(EGAWA JUNICHI) 

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） 
2012～2015 年度 1 年次入学者対象科目 立教 A科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「宗教」という概念＝用語の多角的な検討や系譜学的な考察により、「宗教」という言葉に敏感になることを目指す。 

 

授業の内容（Course Contents） 

本授業は、個別の宗教についての解説ではなく、「宗教」概念についての考察である。 

具体的には、19 世紀後半以降の科学的宗教研究（宗教学）の流れを紹介しながら、「宗教」と学問的に向き合うとはどういうこと

かについて論じる。 

「信じる」でも「遠ざける」でもなく、「《宗教》について知る」という立場について考察したい。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. はじめに 日本は本当に「無宗教」なのか？ 

2. 「宗教」概念をめぐる諸問題（1） ビリーフとプラクティス 

3. 「宗教」概念をめぐる諸問題（2） 「民俗宗教」 

4. 「宗教」はどのように研究されてきたか（1） 問題の所在 

5. 「宗教」はどのように研究されてきたか（2） 霊魂論 

6. 「宗教」はどのように研究されてきたか（3） 最高存在論 

7. 神観念の諸相 

8. 「原始宗教」「未開宗教」論 

9. マギア（呪術、魔術、魔法）論 

10. 神話をいかに解釈するか（1） 19 世紀の神話学 

11. 神話をいかに解釈するか（2） 20 世紀の神話学 

12. 儀礼の検討（1） 理論編 

13. 儀礼の検討（２） 事例編 

14. 贈与が持つ意味 

 

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

配布プリントを必ず復習すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/中間レポート（2 回）(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

毎回プリントを配布する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

文献リスト http://d.hatena.ne.jp/pettazzoniano/20141226/1419569886 

 

注意事項（Notice） 
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■FH706 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

人権思想の根源 

(Root of Human Rights) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
人権をめぐる諸問題ーー身体から政治までーー 

担当者名 

（Instructor） 
嶽本 新奈(TAKEMOTO NIINA) 

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） 
2012～2015 年度 1 年次入学者対象科目 立教 A科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

人権思想についての歴史と知識を学び、現代社会における多様な不平等と差別の諸問題について自ら考える力を養う。 

 

授業の内容（Course Contents） 

「人権」は普遍的な概念とされるが、主に白人男性たちによって創案された成立当初は「女性の人権」が除外されていたことはと

ても有名である。本講義では、まず「人権」の歴史的経緯を把握したうえで、現代社会における具体的な諸問題を取り上げ、各問

題と人権思想がどのように交差し、人権思想がいかなる展開をしてきたかを概観する。また本講義を通して、日常生活では見え

にくい（とされる）社会的不平等や差別の問題について鋭敏な感覚と想像力を培う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション：人権概念の歴史 

2. 人権と女性の権利の展開（１） 

3. 人権と女性の権利の展開（２） 

4. リプロダクティブ・ヘルス/ライツと自己決定権（１） 

5. リプロダクティブ・ヘルス/ライツと自己決定権（２） 

6. しょうがいと人権（１） 

7. しょうがいと人権（２） 

8. 社会的マイノリティと人権（１）セクシュアル・「マイノリティ」について 

9. 社会的マイノリティと人権（２）エスニック・「マイノリティ」について 

10. 国家と人権（１）軍事化と人権 

11. 国家と人権（２）戦争と性暴力 

12. グローバリゼーションと人権（１） 

13. グローバリゼーションと人権（２） 

14. 人権思想の可能性 

 

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

必要に応じて授業時に準備学習について提示する。毎回、リアクションペーパーの提出を課す。  

 

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(40%) 

欠席回数が 3 回を超えたものについては履修放棄とみなす｡ 遅刻は 2 回で 1 回の欠席としてカウントする｡ 

 

テキスト（Textbooks） 

授業時にプリントを配布する。また、適宜、参考文献を紹介する。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FH707 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

人権思想の根源 

(Root of Human Rights) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 

「マーケットは人権に先立つ」のか？～ジェンダー・セクシュアリティ平等の視点から〈教

育〉と〈社会〉の「あたりまえ」をといなおす～ 

担当者名 

（Instructor） 
堀川 修平(HORIKAWA SHUHEI) 

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） 
2012～2015 年度 1 年次入学者対象科目 立教 A科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

この授業では、人権について、とりわけ「性と人権」についての基本的な知識を身につけてもらうことを前提として、皆さんが自分

自身を縛るジェンダー・セクシュアリティ問題に気づき、課題意識をもって現代社会の諸問題に向き合えるようになることを目標と

します。 

 

授業の内容（Course Contents） 

皆さんは、性に関わる「差別」など自分には関係のないもので、差別やジェンダー・セクシュアリティについて考える必要などない

と考えていないでしょうか？現代社会におけるジェンダー・セクシュアリティ問題は「不可視化」されている点にあり、これまで経験

してきたであろう学校教育、社会教育、家庭教育などのさまざまな〈教育〉の場や日常生活のなかに存在しているのです。そして、

それらの問題を「学び」ながら私たちは育ってきています。この授業では、自分自身を縛るジェンダー・セクシュアリティ問題にまず

気づき、その上で課題意識をもって〈社会〉の諸問題に向き合えるようになることを目標とします。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション：「性は人権」？？～「性の権利宣言」って知ってますか？～ 

2. 性のジョーシキを打ち破ろう！ （１）ジェンダー／セクシュアリティってなに？ 

3. 性のジョーシキを打ち破ろう！ （２）規範としての「らしさ」と「本能」 

4. 〈教育〉の「あたりまえ」を問う （１）キョーイクってなに？ 

5. 〈教育〉の「あたりまえ」を問う （２）学校教育の「歪み」とこぼれおちる人権 

6. 〈教育〉の「あたりまえ」を問う （３）包括的性教育の重要さ 

7. 成人教育とジェンダー・セクシュアリティ （１）成人はどこでなにを「学ぶ」のか？ 

8. 成人教育とジェンダー・セクシュアリティ （２）「人権侵害はいけません」は、いけません？ 

9. 成人教育とジェンダー・セクシュアリティ （３）〈社会〉はどう変える？ 

10. 〈社会〉でなにを学ぶ？ （１）「炎上」と「人権」 

11. 〈社会〉でなにを学ぶ？ （２）「マーケットが人権を作る」のか？ 

12. 「まなざし」を問う （１）「ヘン」でなにが悪い？～日本社会の「空気」の重さ～ 

13. 「まなざし」を問う （２）それでも「フツー」がお好きですか？ 

14. 「みえない」から「みえる」へ：あらためて「あたりまえ」をといなおす 

 

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

受講にあたって準備は必要ありませんが、授業中に提示する学習課題および授業内容について、ノートづくりが必要です。また、

授業で配布しますレジュメや資料は「膨大」になりますので、各自ファイリングをするようにしましょう。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(60%)/中間レポート(30%)/授業内で書いてもらうコメントや感想内容(10%) 

期末試験（60％）、中間レポート（30％）、これに授業内でのコメントや感想内容（10％）を加えて総合的に評価します。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 橋本紀子ら、2017、『ハタチまでに知っておきたい性のこと (大学生の学びをつくる)第 2 版』、大月書店 (ISBN:427241237X) 

2. 伊田広行、2015、『デート DV・ストーカー対策のネクストステージ：被害者支援／加害者対応のコツとポイント』、解放出版社 

3. 笹川あゆみら、2017、『ジェンダーとわたし：〈違和感〉から社会を読み解く』、北樹出版 

4. 好井裕明、2007、『差別原論――〈わたし〉のなかの権力とつきあう』、平凡社 

授業内でレジュメ・資料も配布します。併せて学習に役立ててください。 

 

参考文献（Readings） 

1. ベル・フックス、2003、『フェミニズムはみんなのもの』、新水社 

2. 浅井春夫ら、2003、『ジェンダーフリー・性教育バッシング ここが知りたい 50 の Q&A』、大月書店 

3. 高橋哲哉、2012、『犠牲のシステム 福島・沖縄』、集英社 

4. 河口和也、2003、『クィア・スタディーズ』、岩波書店 



 - 854 - 

5. パウロ・フレイレ、2011、『被抑圧者の教育学―新訳』、亜紀書房 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

この授業では「ジェンダー・セクシュアリティ平等の視点」を“社会におけるすべての人の〈性〉に関する抑圧の解放を目指すため

に、性の多様性を認め、性の差別や偏見から自由になること”と定義して、現代社会における「差別」問題について考えていきま

す。その際、皆さんに「自分ごと」としてこれらの問題を捉えてもらいたいと思いますので、積極的にグループワークや個人ワーク

を方法として用います。他の受講生の学習権の侵害がないように積極的に参加していただきたいと思います。 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 855 - 

■FH708 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

手話と人権を考える 

(Sign Languages and Human Rights) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
ろう者学・手話学入門 

担当者名 

（Instructor） 
佐伯 敦也(SAIKI ATSUYA) 

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） 
2012～2015 年度 1 年次入学者対象科目 立教 A科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

ろう者、手話について知り、経験することを通して、共生社会を考えるための新たな視点を獲得する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

ろう者を言語・文化的少数者として、手話を自然言語として捉え、その仕組み、構造を具体的にみていく。またろう者・手話と社会

の関わりについて、教育、法、人権などの側面から扱う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション：ろう者とはどのような人々なのか、手話とはどのような言語なのかについて概観する。 

2. 手話の成立：手話はいつごろ、どのようにして成立したのか海外の例も参考にしつつ学ぶ。 

3. 言語の普遍性と手話：手話言語と音声言語の共通点、相違点について学ぶ。 

4. 手話の文法１：手話とはどのような言語なのか、手話を構成する部位について学ぶ。 

5. 手話の文法２：手話の文法にはどのような特徴があるのかを学ぶ。 

6. ろう文化：デフウェイ、ろう文化とよばれる事象について学ぶ。 

7. ろうコミュニティ：ろう者および関連する人々のネットワークについて学ぶ。 

8. ろう者の芸術：いわゆるデフアートについてその成立過程、取組みの内容、日本とアメリカの違いについて学ぶ。 

9. ろう者のエンターテインメント：ろう者によるエンターテインメントやパフォーマンスの実践に触れる。 

10. ろう者の歴史：ろう者と彼らを取り巻く社会の変容について学ぶ。 

11. ろう教育：ろう児に対する教育について学ぶ。 

12. 法と人権：ろう者、手話に関わる法体制のあり方、人権について学ぶ。 

13. 言語的少数者：音声言語の言語的マイノリティとろう者の共通する特徴、相違点について学ぶ。 

14. まとめ、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、本または論文のレビューレポートを課す。授業の予習を兼ねる内容になる。準備した上で授業に臨むことが求められる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席、コメントカードなど授業への参加(30%)/レポート(40%)/最終テスト(Final Test)(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 現代思想編集部、2000、『ろう文化』、青土社 (ISBN:479175803X) 

2. パッデン、ハンフリーズ、2016、『新版「ろう文化」案内』、明石書店 (ISBN:9784750343365) 

3. 木村晴美、2007、『日本手話とろう文化』、生活書院 (ISBN:4903690075) 

4. 岡典栄、赤堀仁美、2011、『日本手話のしくみ』、大修館書店 (ISBN:4469222151) 

5. 米川明彦、2002、『手話ということば』、PHP研究所 (ISBN:4569619657) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

毎回、本または論文のレビューを課す。これとは別に課外でのフィールドワークを含めた数本のレポート、発表を課す。 

欠席せざるを得ない場合、必ず事前に連絡すること。 

 

注意事項（Notice） 
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■FH709 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

点字から考える人権 

(Braille as a Gateway to Human Rights) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
言語と人権 

担当者名 

（Instructor） 
堀越 喜晴(HORIKOSHI YOSHIHARU) 

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） 

2012～2015 年度 1 年次入学者対象科目  

定員 30 名 立教 A科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

点字を新たな「自分の文字」として習得するとともに、それを使用している人々（特に重度の視覚障害者）の生活実感を身近なも

のにする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

点字は、人類共有の文字である。けして視覚障害者だけが「文字の代わりに」使用する記号ではない。しかし、残念なことに、これ

は現在一般的な共通認識となっているとは言えない。この事実が、今日点字の主たる使用者である視覚障害者が置かれている

人権をめぐる状況を如実に物語っている。この授業では、点字を新たな「自分の文字」として習得するとともに、文字と人権、そし

て更に広く「人権とは何か」について深く考えたい。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. イントロダクション－視覚障害者の生活 

3. 点字小史 

4. 点字の成り立ち－ブライユの７行表と日本語点字 

5. 講義と実践１．視覚障害者と読書 

6. 講義と実践２．人権保障と文字情報保障 

7. 講義と実践３．さまざまな点字 

8. 講義と実践４．町の中の点字あれこれ 

9. 講義と実践５．点字以外の触覚情報 

10. 講義と実践６．IT時代の視覚障害者 

11. 点字のレイアウト 

12. 国連の「障害者の権利条約」および我が国の障害者総合支援法と障害者観の変遷 

13. (視覚）障害者の生き辛さについて 

14. コミュニケーションのバリアフリーとは 

 

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

受講者は日本点字図書館販売の N632 小型点字器(1,150 円）と点字用紙を購入すること（セントポールプラザ２階で販売）。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席および授業への積極的参加度(30%)/テスト(40%)/課題の達成度(30%) 

なお，単位修得のためには 75％以上（3/4 以上）の出席と最終授業時に行われるテストを受けることを必要とする。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 『点訳のしおり』、社会福祉法人 日本点字図書館 

 

参考文献（Readings） 

授業内で指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FH710 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

立教ゼミナール 

(Seminars for Students of Rikkyo University) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
人生の基本課題を文化人類学から考察する 

担当者名 

（Instructor） 
栗田 和明(KURITA KAZUAKI) 

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） 

2012～2015 年度 1 年次入学者対象科目  

定員 30 名 立教 B 科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

人生の基礎的な課題を取り上げ、世界の多数の民族や現代社会での変化を見渡す立場から考え直す。 

基礎的な課題とは、生死、幸不幸、家族、社会、平等、差別などである。 

 

授業の内容（Course Contents） 

  とりあげるテーマ案を複数示し、履修者の関心にしたがって複数のグループに分かれ、それぞれ調査した結果を発表する。発

表を素材にして議論を深める。テーマの取り扱い方法は、文化人類学による手法が主体になるが、それ以外の方法も柔軟に利

用する。 

  以下の授業計画で記載するテーマは仮のものである。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション。グループ分け。 

2. 生死について １ 

3. 生死について  ２ 

4. 幸不幸について  １ 

5. 幸不幸について ２ 

6. 平等について  １ 

7. 平等について  ２ 

8. 差別について  １ 

9. 差別について ２ 

10. 家族について  １ 

11. 家族について ２ 

12. ローカルとグローバルについて １ 

13. ローカルとグローバルについて  ２ 

14. まとめと今後の展望 

 

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

それぞれのテーマについて、注目点は担当教員が示す。その注目点および関連事象について独自に調査考察して発表に備える

ことが期待される。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度(60%)/各テーマ終了時に毎回提出のレポート(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FH711 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

立教ゼミナール 

(Seminars for Students of Rikkyo University) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
英米の「奇妙な味」の物語を愉しむ 

担当者名 

（Instructor） 
澤入 要仁(SAWAIRI YOJI) 

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） 

2012～2015 年度 1 年次入学者対象科目  

定員 30 名 立教 B 科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 短編ミステリーのなかには「奇妙な味」と呼ばれる作品群があります。江戸川乱歩に由来するこの呼び方は、日本でのみ流通し

ている呼称ですが、謎解きそのものを目的とせず、むしろ謎が深まって終わることも多い物語のこと。オムニバス TV ドラマ『世に

も奇妙な物語』を思い出してもいい。 

 そこで本科目では、「奇妙な味」の物語と呼ぶべき英米の短編を咀嚼翫味し、そこから人間という生き物や社会という環境につ

いて考えます。さらに、我を忘れて読みふける体験を通して、文学の魅力を再確認します。 

 

授業の内容（Course Contents） 

 受講者をグループに分け、グループの中で毎週の発表者・司会者を決め、全員でディスカッションを行いながら、テキストを読み

進めていく。映画やテレビドラマなどに映像化されている作品は、それらも鑑賞し、テクストとの異同やその効果を発見します。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction 

2. Roald Dahl, "Lamb to the Slaughter" 1 

3. Roald Dahl, "Lamb to the Slaughter" 2 

4. Roald Dahl, "Lamb to the Slaughter" 3 

5. Roald Dahl, "Lamb to the Slaughter" 4 

6. Roald Dahl, "Lamb to the Slaughter" 5 

7. Saki, "The Open Window" 

8. John Cheever, "The Swimmer" 1 

9. John Cheever, "The Swimmer" 2 

10. John Cheever, "The Swimmer" 3 

11. John Cheever, "The Swimmer" 4 

12. John Cheever, "The Swimmer" 5 

13. John Cheever, "The Swimmer" 6 

14. Recapitulation 

 

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

毎回、指定された範囲のテキストを読んでおくこと。その他の準備学習の指示は、履修登録完了後にオンラインでおこないます。  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表・応答・司会(60%)/レポート(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

プリントを配付します。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FH712 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

立教ゼミナール 

(Seminars for Students of Rikkyo University) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
生命倫理を考える 

担当者名 

（Instructor） 
梅澤 弓子(UMEZAWA YUMIKO) 

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） 

2012～2015 年度 1 年次入学者対象科目  

定員 30 名 立教 B 科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「いのち」をめぐって提起されている倫理的問題をとりあげ，その実状を把握するとともに、人間の尊厳」を考究する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

今日わたしたちが直面している「いのち」をめぐる倫理的諸問題の中からいくつかをとりあげ、検討を加えながら「人間の尊厳」を

尋ねる。具体的には、参加者の関心に応じていくつかのグループをつくり、それぞれのテーマのもとに研究発表と発題を行って、

その後全体で討議を重ねる予定。テーマとしては、「精子・卵子提供」・「代理母」・「出生前診断」・「死刑」・「脳死」・「臓器移植」等

が考えられる。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション  

2. 「いのち」をめぐる課題から 

3. テーマ選択。グループ分け。 

4. 発表準備研究 1 

5. 発表準備研究 2 

6. 発表準備研究 3 

7. グループ発表 1 と討議 

8. グループ発表 2 と討議 

9. グループ発表 3 と討議 

10. 中間まとめ:問題整理 

11. グループ発表 4 と討議 

12. グルーブ発表 5 と討議 

13. 全体討議 

14. 全体討議とふりかえり レポート提出 

 

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

主体的な発表準備と討議への積極的な参加を期待する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(20%)/研究発表・発題(50%)/討議への参加(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

各参加者が自身のテーマに応じた参考文献を選出し，他の学生に紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FH713 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

近代日本社会と人権 

(Modern Japanese society and human rights) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
部落問題を中心に 

担当者名 

（Instructor） 
黒川 みどり(KUROKAWA MIDORI) 

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） 
2012～2015 年度 1 年次入学者対象科目 立教 A科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

部落問題を中心に据えながら近現代日本のマイノリティの歴史を振り返ることにより、「他者感覚」を身につける一助とし、人権問

題についての理解を深める。 

 

授業の内容（Course Contents） 

沖縄、アイヌ、女性、などさまざまな差別の問題にも言及しながら、明治維新から現代までの近現代社会の部落問題の歴史を講

義し、日本の近現代社会のありようを問う。映画の鑑賞なども採り入れながら、対象についての理解を深めていきたい。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

部落問題とは 

2. 映画「人間みな兄弟」（1960 年、監督；亀井文夫）から部落問題を読み解く 

3. 近代社会の成立と｢解放令」 

 被差別部落 

4. 国民の境界―被差別部落／アイヌ／沖縄 

5. 発見される被差別部落―地方改良運動と被差別部落 

 植民地、「新しい女」、隔離と囲い込み 

6. 帝国のなかの差別と「平等」 

 立ち上がるマイノリティ…全国水平社の成立 

7. 米騒動／人種平等 

 アジア・太平洋戦争の開始と棄民 

8. 自力解放運動の成立 

9. アジア・太平洋戦争と動員される差別（３） 

 皇民化政策、棄民と「捨て石」 

10. 映画「橋のない川 第 1 部」（1969 年、監督；今井正）から明治後期―大正期の部落問題を読み解く（１） 

11. 映画「橋のない川 第 1 部」（1969 年、監督；今井正）から明治後期―大正期の部落問題を読み解く（２） 

12. 弾き直される境界―帝国の解体 

13. 市民への包摂と排除 

14. 「人権」の時代／今 

 

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

予め指示した資料等を読み，学習してのぞむこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(70%)/授業内で実施する数回の小テスト(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 黒川みどり、2011、『描かれた被差別部落』、岩波書店 

2. 黒川みどり、2011、『近代部落史』、平凡社新書 

3. 黒川みどり、2016、『入門被差別部落の歴史』、解放出版社 

4. 黒川みどり、2016、『創られた「人種」―人種主義と部落差別』、有志舎 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■FH714 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

近代日本社会と人権 

(Modern Japanese society and human rights) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
日本外交と人権 

担当者名 

（Instructor） 
猿田 佐世(SARUTA SAYO) 

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） 
2012～2015 年度 1 年次入学者対象科目 立教 A科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

日本外交の中で生じてきた人権問題、日本外交が解決しようとしてきた人権問題など、「外交」が実際に生活する人々の「人権」

にどのように関係してきたのかを学び、社会の一員として自分自身が各問題にいかに関わっていけるのか考える。 

 

授業の内容（Course Contents） 

日本外交のために生じてきた人権問題、あるいは、日本外交が解決をしようとしてきた人権問題などを広く概観する。そのうえ

で、なぜその問題が生じたか、解決にはどのような方策がとられるべきなのか、これまでに各国政府や国際機関、市民社会が解

決のためにどのような努力を払ってきたのか、今後どのような方法がとられうるのか、等について検討する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 日本外交と人権 総論 

2. 沖縄（１）：歴史・基地の現状 

3. 沖縄（２）：地位協定 

4. 沖縄（３）：沖縄と外交 

5. 日韓関係 

6. 日中関係 

7. 在日外国人問題 

8. 難民問題 

9. 原発・原子力エネルギー 

10. 核兵器 

11. 開発援助 

12. 国際人権システム 

13. マルチトラック外交（NGO・民間外交） 

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関する指示は、必要に応じて別途行う。現在、日本社会や世界で起きている出来事に注目しながら授業を

進めるので、講師が指定するものも含め、授業に関連する新聞記事などを読んでくることが望ましい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(70%)/出席兼コメントペーパーの内容(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 猿田佐世、2016、『新しい日米外交を切り拓く』、集英社 (ISBN:4420310766) 

 

参考文献（Readings） 

1. 芹田健太郎・薬師寺公夫・坂元茂樹、2017、『ブリッジブック国際人権法 (第 2 版)』、信山社 (ISBN:9784797223583) 

2. 島袋純・阿部浩己、2015、『沖縄が問う日本の安全保障』、岩波書店 (ISBN:9784000287548) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FH715 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

大学と現代社会 

(University and Modern Society) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
大学教育と学生生活の過去・現在・未来 

担当者名 

（Instructor） 
谷村 英洋(TANIMURA HIDEHIRO) 

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） 
2012～2015 年度 1 年次入学者対象科目 立教 A科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

個々の学生が大学観を広げ、それをもとに自分自身の学生生活について省察することを目的とします。 

到達目標は次の通りです。 

①大学教育が置かれた過去および現在の状況を理解し、それに対する意見を述べることができる。 

②大学教育と自身のこれまでの関わり方およびこれからの関わり方について、考えを述べることができる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

教育機能と学生生活を中心に、大学の歴史と現状、およびそれらの背後にある／あった社会状況について学習します。またその

過程で、履修者が自身の学生生活について省察する機会を適宜設けます。 

授業の方法については次の通りです。 

①授業は講義、グループワーク、ディスカッション等によって構成します。 

②授業参加者の対話（ともに話し、聴き、読み、書く）を重視します。 

③履修者数を考慮し、可能であればグループ発表の機会を設けます。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 大学と学生生活の誕生と変容 

3. 大学教育・学生生活のレリバンス(1) 

4. 大学教育・学生生活のレリバンス(2) 

5. 大学の教育と学習 (1)過去 

6. 大学の教育と学習 (2)現在 

7. 大学の教育と学習 (3)未来 

8. 学生の変容(1) 

9. 学生の変容(2) 

10. 大学入試改革と高大接続 

11. 大学教育の費用とその負担 

12. 大学のグローバル化 

13. 学生発表 

14. 学生発表 

 

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

文献を読む、短いコメントを用意してくる等の課題を出すことがあります。また、学生発表に向けた準備を授業内外で進めてもらい

ます。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(60%)/授業内で取り組む課題、授業外で取り組む課題(40%) 

※筆記試験は「持ち込み可」の条件で行います。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. チャールズ・ホーマー・ハスキンズ、2009、『大学の起源』、八坂書房 (ISBN:9784896949476) 

2. 吉見俊哉、2011、『大学とは何か』、岩波書店 (ISBN:9784004313182) 

3. 金子元久、2007、『大学の教育力―何を教え、学ぶか』、筑摩書房 (ISBN:9784480063847) 

4. 潮木守一、1986、『キャンパスの生態誌―大学とは何だろう』、中央公論社 (ISBN:9784121008220) 

※その他の文献は授業中に紹介します。 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FH717 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

立教ゼミナール 

(Seminars for Students of Rikkyo University) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
グローバル時代の経済論争 

担当者名 

（Instructor） 
関 智一(SEKI TOMOKAZU) 

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） 

2012～2015 年度 1 年次入学者対象科目  

定員 30 名 立教 B 科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

本ゼミナールの目標は，経済学的視点をベースとして，グローバル時代の経済問題を取り上げ，メンバー間での議論を通じ，最

終的に学生一人ひとりが独自の見解を持つに至ること，である。 

 

授業の内容（Course Contents） 

まずは，世界各国で実際に発生している経済問題を題材に，チームごとに資料収集しプレゼンテーションを行ってもらう。つづい

て，肯定派・固定派に分かれディスカッションを行い，問題の深層とその多面性について理解を深める。これらの作業を通じて，経

済学的視点による批判分析能力の醸成を目指したい。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 経済学視点とは何か 

3. 米国発経済論争・ミッキーマウス保護法とは何か 

4. 肯定派・否定派によるプレゼンテーションとディスカッション 

5. シンガポール発経済論争・頭脳立国政策の功罪 

6. 肯定派・否定派によるプレゼンテーションとディスカッション 

7. 中間まとめ 

8. 日本発経済論争・青色発光ダイオード特許事件が問うもの 

9. 肯定派・否定派によるプレゼンテーションとディスカッション 

10. バングラデシュ発経済論争・マイクロクレジットと BOPビジネス 

11. 肯定派・否定派によるプレゼンテーションとディスカッション 

12. ロシア発経済論争・国家資本主義の台頭 

13. 肯定派・否定派によるプレゼンテーションとディスカッション 

14. 全体まとめ 

 

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

準備学習の指示は履修登録完了後に Blackboard上にて履修者に対して行う。各自確認して予習すること。また，資料収集の方

法やプレゼン資料の作成方法，そしてディベートのやり方については，授業時に詳しく解説し指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業態度(40%)/プレゼンテーション(30%)/ディスカッション(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業の中で必要に応じて指示する。 

 

参考文献（Readings） 

授業の中で必要に応じて指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FH718 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

立教ゼミナール 

(Seminars for Students of Rikkyo University) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
若者論を読む 

担当者名 

（Instructor） 
井川 充雄(IKAWA MITSUO) 

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） 

2012～2015 年度 1 年次入学者対象科目  

定員 30 名 立教 B 科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「若者論」の話題となった２冊の本を精読することで，今日の「若者論」の源流を理解するとともに，履修者同士の議論により，今

日の状況への理解を深める。これにより，専門的な本を読む，発表を行う，討論を行う，といった学問の基本的な方法を習得する

ことを目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

いつの時代においても，若者論は盛んであるが，今日，その傾向は強まっていると言える。これは，社会の不安定化が進む中で

生じるさまざまな社会問題が「若者」の問題とされ，いわゆる「若者バッシング」が繰り返されていることの反映であると言えよう。

そこで，この授業では，今や日本における若者論の古典とも言える２冊（土井隆義『友だち地獄 : 「空気を読む」世代のサバイバ

ル』2008 年，古市憲寿『絶望の国の幸福な若者たち』原著は 2011 年）をじっくり読むとともに，他者との討論により，理解を深めて

いく。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 『友だち地獄 : 「空気を読む」世代のサバイバル』（１） 

3. 『友だち地獄 : 「空気を読む」世代のサバイバル』（２） 

4. 『友だち地獄 : 「空気を読む」世代のサバイバル』（３） 

5. 『友だち地獄 : 「空気を読む」世代のサバイバル』（４） 

6. 『友だち地獄 : 「空気を読む」世代のサバイバル』（５） 

7. 『絶望の国の幸福な若者たち』（１） 

8. 『絶望の国の幸福な若者たち』（２） 

9. 『絶望の国の幸福な若者たち』（３） 

10. 『絶望の国の幸福な若者たち』（４） 

11. 『絶望の国の幸福な若者たち』（５） 

12. 『絶望の国の幸福な若者たち』（６） 

13. まとめ（１） 

14. まとめ（２） 

 

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

履修者は，指定したテキストはもちろん，授業時間外に関連する文献を読むことによって，より多角的に理解を深めることが必要

である。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/授業内での発表・討論の発言等(60%) 

なお，3/4 以上の出席をしていない場合は，成績評価の対象としない。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 土井隆義、2008、『友だち地獄―「空気を読む」世代のサバイバル』、筑摩書房 (ISBN:978-4480064165) 

2. 古市憲寿、2015、『絶望の国の幸福な若者たち』、講談社 (ISBN:978-4062816120) 

 

参考文献（Readings） 

参考文献については，授業内で説明する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

本授業は少人数の演習形式である。狭義の専門にとらわれず，しっかりと文献を読み，それを発表したり，討論する能力を養おう

とするものである。したがって，授業内での発表や討論に際して，積極的に発言することが期待される。 

 

注意事項（Notice） 
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■FH719 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

立教ゼミナール 

(Seminars for Students of Rikkyo University) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
これからの「社会」の話をしよう 

担当者名 

（Instructor） 
安藤 裕介(ANDO YUSUKE) 

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） 

2012～2015 年度 1 年次入学者対象科目  

定員 30 名 立教 B 科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

学部や専門領域にとらわれない幅広い視野から、社会のさまざまな側面や問題に焦点をあて、参加者全員で議論する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

この授業では基本的にチームを組んで様々な視点から社会への理解を深めてもらう。報告担当にあたったチームはテキストの該

当箇所を簡潔にまとめるとともに、図書館データベースを利用して関連する資料（新聞や雑誌等の記事、各種統計データ）を見つ

け、みんなで議論すべき「問い」を提供してもらう。そこから参加者全員で問題意識を共有し、ボトムアップ式に議論の輪を広げて

いく。報告担当のチームには、毎回与えられるテーマに沿って（各回のテーマはテキストの章立て①～⑫に対応）、自由な発想と

事前の準備で議論を盛り上げる役割が期待される。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 図書館リサーチガイダンス（データベース利用の基本と応用） 

3. テーマ① GDP 

4. テーマ② 勤労 

5. テーマ③ 時代 

6. テーマ④ 多数決 

7. テーマ⑤ 運動 

8. テーマ⑥ 私 

9. テーマ⑦ 公正 

10. テーマ⑧ 信頼 

11. テーマ⑨ ニーズ 

12. テーマ⑩ 歴史認識 

13. テーマ⑪ 公 

14. テーマ⑫ 希望 

 

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

報告担当のチームは、各回のテーマ（テキストの各章①～⑫）を任意の視角から膨らませ、みんなで議論すべき「問い」を準備し

てくること。その際、図書館データベースを利用して、具体的な事件や事象の記事、統計資料等を調べてくること。報告を準備する

上で分からない点や不安な点は、担当教員や図書館ラーニング・アドバイザーに相談すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

報告プレゼンテーション(30%)/議論への参加・貢献(40%)/リアクション・ペーパー(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 井出英策・宇野重規・坂井豊貴・松沢裕作、2017 年、『大人のための社会科』、有斐閣 (ISBN:4641149208) 

 

参考文献（Readings） 

1. 井出英策・松沢裕作、2016 年、『分断社会・日本』（岩波ブックレット）、岩波書店 

2. 本田由紀、2014 年、『社会を結びなおす』（岩波ブックレット）、岩波書店 

3. 新藤宗幸、2016 年、『「主権者教育」を問う』（岩波ブックレット）、岩波書店 

4. 中野晃一ほか、2013 年、『いまこそ民主主義の再生を！』（岩波ブックレット）、岩波書店 

5. 内田雅敏、2015 年、『和解は可能か』（岩波ブックレット）、岩波書店 

6. 牛久保秀樹ほか、2014 年、『日本の労働を世界に問う』（岩波ブックレット）、岩波書店 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■FH720 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

立教ゼミナール 

(Seminars for Students of Rikkyo University) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
簿記・財務諸表の基礎 

担当者名 

（Instructor） 
松井 泰則(MATSUI YASUNORI) 

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） 

2012～2015 年度 1 年次入学者対象科目  

定員 30 名 立教 B 科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

簿記ならびに財務諸表について正しく理解することができる。第一に簿記の基本的仕組みを理解すること。第二に作成された財

務諸表を正しく読み取ることができるようになること。第三に今日における会計の役割を皆で議論することで会計に対する理解を

深めたい。 

 

授業の内容（Course Contents） 

本講義は大きく以下の前半と後半に分けて行う。 

前半は、複式簿記をマスターするための練習問題を中心に行う学習。後半は財務諸表に関する基本的で重要な財務諸表ならび

に会計基準の解説および今日における会計の役割について幅広く皆で議論したい。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

 （企業経営における会計の役割とその重要性） 

2. 決算の意義 

 （貸借対照表と損益計算書について） 

3. 仕訳１：取引記録としての仕訳 

 （勘定科目の性質と借方・貸方処理） 

4. 仕訳２：商品取引 

 （現金取引、売掛金と買掛金など掛取引） 

5. 仕訳と元帳転記 

 （仕訳の復習、元帳転記の意義） 

6. 合計残高試算表の作成おとび 6 桁精算表の作成 

 （合計試算表、残高試算表、合計残高試算表、当期純利益など） 

7. 決算修正事項（その１） 

 （売上原価の計算、貸倒計算など） 

8. 決算修正事項（その２） 

 （減価償却費、経過勘定項目など） 

9. 8 桁精算表の作成と財務諸表の基礎 

 （固定性配列法、売上総利益・営業利益・経常利益など） 

10. 資産に関連する会計基準の解説 

 （特に棚卸資産と固定資産の減価償却について） 

11. 負債・資本・収益・費用に関連する会計基準の解説 

 （特に資本市場の仕組みについて） 

12. 財務諸表の構造と基本的な分析手法 

 （基礎的な財務諸表分析を学習し、その意義を理解する） 

13. 実際に企業の財務諸表を分析してみよう 

 （会社のホームページと財務情報） 

14.  総 括 

 

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

予習以上に復習に重点を置いて、毎回の授業を確実にマスターしていくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席および授業に取り組む姿勢(30%)/小テスト(30%)/最終テスト(Final Test)(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 
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参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FH721 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

立教ゼミナール 

(Seminars for Students of Rikkyo University) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
戦争・メディア・大衆文化 

担当者名 

（Instructor） 
松岡 昌和(MATSUOKA MASAKAZU) 

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） 

2012～2015 年度 1 年次入学者対象科目  

定員 30 名 立教 B 科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

本科目では、第二次世界大戦中の日本の植民地・占領地におけるメディア利用を題材としながら、「戦争、メディア、大衆文化」と

いう、現代なお世界各地に見られる複合的問題について理解を深めることを目指す。 

 

授業の内容（Course Contents） 

本科目では、まず第二次世界大戦当時の歴史的状況と日本占領下東南アジアにおけるメディア文化政策の事例についての担

当者が講義を行う。その上でグループごとに当時の雑誌記事・軍政関係資料・関係者の手記などの文字資料、音楽・マンガ・映

画など非文字資料を読解し、受講者とともに討論する。さらに、メディア文化政策研究の実例として 4 人のゲストを招き、戦争・メ

ディア・大衆文化についての様々な視点を学んでいきたい。最終的に、各自の関心に従って戦争とメディアに関してレポートを作

成する。扱う資料については、受講者の関心も踏まえて選んでいく。また、スケジュールはゲストの都合で変更することがある。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 講義と討論：戦時メディア論 

3. 講義と討論：日本占領下東南アジアのメディアと文化 

4. 資料に関するグループ発表：日本人の占領体験 

5. 資料に関するグループ発表：メディア政策 

6. 資料に関するグループ発表：音楽 

7. 資料に関するグループ発表：映画 

8. 資料に関するグループ発表：図像資料(1)マンガ 

9. 資料に関するグループ発表：図像資料(2)美術 

10. ゲストによる事例研究の紹介と討論 1：映画(1) 

11. ゲストによる事例研究の紹介と討論 2：映画(2) 

12. ゲストによる事例研究の紹介と討論 3：音楽 

13. ゲストによる事例研究の紹介と討論 4：図像資料 

14. まとめ 

 

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

数人ずつ担当を決めて発表してもらうので、その準備を行ってもらう。また、その他の必要な課題は授業時に指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/討論への参加(20%)/グループによる発表(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

文献および資料については授業時に配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 佐藤卓己、1998、『現代メディア史』、岩波書店 (ISBN:978-4000260152) 

2. 中野聡、2012、『東南アジア占領と日本人――帝国・日本の解体』、岩波書店 (ISBN:978-4000283755) 

3. バラク・クシュナー、2016、『思想戦――大日本帝国のプロパガンダ』、明石書店 (ISBN:978-4750344362) 

その他、個別のトピックに関する参考文献は授業時に指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

演習科目ゆえ、担当教員やゲストによる講義の際も討論に多くの時間を割く。討論への積極的な参加を求める。 

 

注意事項（Notice） 
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■FH722 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

立教ゼミナール 

(Seminars for Students of Rikkyo University) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
韓国・朝鮮研究へのアプローチ 

担当者名 

（Instructor） 
石坂 浩一(ISHIZAKA KOICHI) 

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） 

2012～2015 年度 1 年次入学者対象科目  

定員 30 名 立教 B 科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

朝鮮語を母語とせず、立教大学で朝鮮語を初修言語として選択した学生、または入学前から学習して現在まで学び続けている学

生を基本的対象とする。朝鮮語をより実践的に使いこなせるようにすることで、学部における専門教育や卒論研究を支援し、また

所属学部で演習に参加していない学生が自分の関心を深めていけるよう支援することを目指す。 

 

授業の内容（Course Contents） 

南北朝鮮に関する基礎知識を身に着けられるよう学習を促すとともに、朝鮮語の資料、データにアクセスする方法、現在の研究

状況とその争点などについて、深く的確に認識できるように学習していく。初年度として「朝鮮半島の現代文化」をテーマとするこ

とを予定しているが、単に表層を扱うだけでなく政治・経済・歴史的な背景、産業的・国際的側面などを視野に入れつつ各自の専

攻を生かして、大学での朝鮮語についての学びをより意味のあるものにできるよう授業を展開したい。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 参加者の関心分野に基づくグループ構成と授業の進め方についての議論 

2. 朝鮮半島を知るための基礎知識 

3. 利用したい資料。データへのアクセス方法について 

4. 課題設定の仕方とデータを読む練習 

5. 報告と討論１ 

6. 報告と討論２ 

7. 報告と討論３ 

8. 報告と討論４ 

9. 韓国社会を考える事例 ゲストスピーカー 

10. 報告と討論５ 

11. 報告と討論６ 

12. 報告と討論７ 

13. 報告と討論８ 

14. まとめ 

 

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

グループごとにしっかりと資料収集と報告準備を行い充実した討論を導き出すよう期待したい。また、韓国留学や短期研修の経

験がある者はそれを積極的に生かして問題意識を高めていってほしい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(30%)/授業・討論への参加度(40%)/報告発表への参加度(30%) 

最終レポートは報告と討論を発展させた、学習のまとめに相当するものである。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 石坂浩一・福島みのり編著、２０１４、『現代韓国を知るための６０章第２版』、明石書店 

 

参考文献（Readings） 

1. 和田春樹・石坂浩一編、２００２、『岩波小辞典 現代韓国・朝鮮』、岩波書店 

2. 伊藤亜人ほか監修、２０１４、『新版 韓国・朝鮮を知る事典』、平凡社 

3. 石坂浩一編著、２００６、『北朝鮮を知るための５１章』、明石書店 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FH723 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

立教ゼミナール 

(Seminars for Students of Rikkyo University) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
日本・台湾・中国をとりまく諸問題 

担当者名 

（Instructor） 
門間 理良(MOMMA RIRA) 

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） 

2012～2015 年度 1 年次入学者対象科目  

定員 30 名 立教 B 科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

東アジアに存在する諸問題に関する理解を深め、受講者が授業で得られた知見を利用して、日本・台湾・中国の政治や軍事、日

中台関係の分析を的確に行うことができるような基礎を形成することを到達目標としている。 

 

授業の内容（Course Contents） 

東アジアにおいて政治・経済・軍事の面で大きな力を有している日本・台湾・中国の間を取り巻く諸問題（歴史認識、日台中関係、

中国の軍事力強化、南シナ海、尖閣諸島、沖縄、朝鮮半島、アメリカの動向など）を取り上げて解説し、質疑応答と討論を行う。台

湾関連の論述に比較的時間を割いた内容となっており、通常の「中国論」とは異なるアプローチをとる。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 台湾とはなにか 

台湾が置かれた国際的立場、気候風土、言語、宗教などを概観する。 

2. 台湾と日本 

日本の植民統治時代（1895-1945）から、現代の日台関係を論じる。 

3. 台湾と中国 

中台関係史を概観するとともに、現代の中台関係を論じる。 

4. 南シナ海問題 

多数のアクターが揃い、利害関係が錯綜している南シナ海問題について論じる。 

5. 尖閣諸島と南西諸島防衛 

尖閣諸島の歴史、主権に関する中台独自の主張、日本の立場、防衛上の意味などを論じる。 

6. 沖縄をめぐる安全保障問題 

沖縄の辿った歴史、安全保障上の位置づけ、中国・台湾との関係などを論じる。 

7. 台湾とアメリカ 

現在の台湾の地位と東アジアの安定に欠かせないアメリカの果たす役割について論じる。 

8. 現代の台湾政治【１】 

李登輝時代（1988-2000 年）、陳水扁時代（2000-2008 年）の台湾政治を論じる。 

9. 現代の台湾政治【２】 

馬英九時代（2008-2016 年）が進めた対中融和政策の実態と影響を論じる。 

10. 台湾アイデンティティの上昇と蔡英文政権下の中台関係 

３度目の政権交代の原動力となった台湾アイデンティティの上昇と中台関係の趨勢を論じる。 

11. 現代の中国政治 

2017 年 10 月に開かれた中国共産党第１９回大会と 18 年３月に開催された全国人民代表大会を踏まえて、習近平政権の

政治を論じる。 

12. 中国の進める軍事改革 

習近平政権の下で進められる軍事改革がアジアの安全保障に及ぼす影響を論じる。 

13. 台湾の軍事力 

中国の強大な軍事力に対抗する台湾の軍事力の内実と軍事戦略を論じる。 

14. まとめ 

日本・台湾・中国・アメリカ関係の将来 

 

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

講義の理解と良いレポートの執筆のために講義の中で下記に記した以外の参考文献を紹介するが、それらを積極的に読破する

ことを希望する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/出席兼コメントペーパーの内容(30%)/中間レポート（1 回）(30%) 

レポートに剽窃（無断引用）箇所が確認された場合、単位は付与しない。 

 



 - 874 - 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 防衛研究所、2015、『中国安全保障レポート 2014』、防衛研究所 (ISBN:9784864820264) 

2. 防衛研究所、2016、『中国安全保障レポート 2016』、防衛研究所 (ISBN:9784864820394) 

3. 防衛研究所、2017、『中国安全保障レポート 2017』、防衛研究所 

4. 財団法人霞山会、月刊誌、『東亜』、霞山会 

5. 安田淳／門間理良、2016、『台湾をめぐる安全保障』、慶應義塾大学出版会 (ISBN:9784766423167) 

6. 川島真他、2009、『日台関係史 1945-2008』、東京大学出版会 (ISBN:9784130322119) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

『中国安全保障レポート』は防衛省防衛研究所ウェブサイトからダウンロード可能。日本語版の他に中国語・英語版がある。 

 

注意事項（Notice） 
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■FH724 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

立教ゼミナール 

(Seminars for Students of Rikkyo University) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
文学と思想を読むために 

担当者名 

（Instructor） 
桑瀬 章二郎(KUWASE SHOJIRO) 

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） 

2012～2015 年度 1 年次入学者対象科目  

定員 30 名 立教 B 科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

フランス文学・思想の「古典」を中心に、短篇あるいは作品の抜粋を読み、文学・思想への接し方を学びます。（なお、下の「授業

計画」を見ればわかるように、この授業は、文学科フランス文学専修の「入門演習」の授業内容と重複する箇所があるので、同専

修学生の受講はおすすめしません。またあくまで１年次の学生を念頭に授業を展開します。） 

 

授業の内容（Course Contents） 

作品を「読む」とは何か。何を読めばよいのか。どう読むことが可能なのか。このスマホ時代―粉々に砕かれた、「結論」ありきの

「わかりやすい」文章ばかりが「拡散」するこの恐ろしい時代―いっけん「難解な」「古典」といわれる作品を読むことに挑戦し、「考

えるな」と（暗に？）命じるこの世界を生き抜く力をつけることを目指します。扱うテクストは、１６世紀から２０世紀までのフランス・ヨ

ーロッパ文学、芸術や思想と多種多様です。有名な作家、作品ばかりを選んでいます（モンテーニュ、ルソー、フーコー、マネ、ゴ

ッホなど）。（繰り返しになりますが、以下の「授業計画」の通り、この授業は、文学科フランス文学専修の「入門演習」の授業内容

と重複する箇所があるので、同専修学生の受講はおすすめしません。またあくまで１年次の学生を念頭に授業を展開します。） 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入（授業計画と方針の確認） 

2. 恋愛についての断章を読む 

3. モンテーニュを読む 

4. ラファイエット夫人を読む 

5. ルソーを読む 

6. ヴォルテールを読む 

7. ボードレールを読む 

8. マネについて考える 

9. ゴッホの手紙を読む 

10. カミュを読む 

11. フーコーを読む 

12. チョムスキーを読む 

13. ピケティを読む 

14. 小テスト 

 

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

毎回数十ページの丁寧な読書が必要です。時間を確保して、指定された作品をかならず三度読み、準備しておくこと。毎回「問

い」を出すので、その「問い」について考えてくること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業参加とコメントカード(40%)/口頭発表(20%)/ミニレポート(20%)/最終テスト(Final Test)(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

コピーを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

初回の授業や Blackboard上で指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FH725 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

立教ゼミナール 

(Seminars for Students of Rikkyo University) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
身体と建築/空間 

担当者名 

（Instructor） 
大山 載吉(OHYAMA NORIYOSHI) 

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） 

2012～2015 年度 1 年次入学者対象科目  

定員 30 名 立教 B 科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

様々な建築を観ることで、身体と空間の力動的関係を具体的に捉えられるようにする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

人間による身体（知覚や感覚）を手がかりに東西の様々な建築作品を鑑賞することで、身体と空間、身体と環境の相互的な影響

を考えてみたいと思います。講義は、作品鑑賞と受講者による感想や批評、講師による解説で構成されます。まずは、手始めに

ル・コルビュジエの作品を取り上げる予定です。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 作品鑑賞（1） 

3. 作品鑑賞（2） 

4. 解説（1） 

5. 作品鑑賞（3） 

6. 作品鑑賞（4） 

7. 解説（2） 

8. 作品鑑賞（５） 

9. 作品鑑賞（6） 

10. 解説（3） 

11. 作品鑑賞（7） 

12. 作品鑑賞（8） 

13. 解説(4） 

14. まとめ 

 

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

配布したプリントをよく読むこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/リアクションペーパー(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

プリントを配布します。 

 

参考文献（Readings） 

必要に応じて、適宜配布します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FH726 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

立教ゼミナール 

(Seminars for Students of Rikkyo University) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 

笑いとその倫理的諸問題 

2018 年 8 月 9 日更新（担当者変更） 

【変更前】社会学的観点から考察する芸術（主に演劇、パフォーマンス・アート）について 

担当者名 

（Instructor） 

菊池 慶子(KIKUCHI KEIKO) 

2018 年 8 月 9 日更新（担当者変更） 

【変更前】岩城 京子(IWAKI KYOKO) 

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） 

2012～2015 年度 1 年次入学者対象科目  

定員 30 名 立教 B 科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

本科目は、笑いをめぐる様々な理論や言説、および文学や映画を手掛かりに、私たちが日常的に行っている「笑う」という行為

を、特に倫理的な観点から捉え直すことを目標とします。 

2018 年 8 月 9 日更新（担当者変更のため） 

【変更前】 

この科目では、社会学、言語学、哲学、美学など、多分野にわたる理論を学ぶことで、芸術作品（主に演劇とパフォーマンス）をみ

ずからの言葉で、分析・考察・批評できるようになることを目標にする。つまり「美しい」「すごい」と言った一般的所感を細分化し、

理論的・批評的に芸術作品を考察できる批評眼・理論体系・意見方法を身につける。 

 

授業の内容（Course Contents） 

Simon Critchley, On Humour (2002) の議論を手掛かりに、「人間にとって笑いとはなにか」ということについて、人間の条件、身体

性、文化・民族性、ブラックユーモア、精神分析などのテーマを通じて考察します。授業ではまず、各回のテーマに関するテキスト

の抜粋（大体 2～4 ページ分）の内容の確認と補足説明を行います。その上で関連する作品を鑑賞し、講師も含む全員でディスカ

ッションを行います。最後の二回の授業では、最終レポートで扱うテーマについて各受講生にプレゼンテーションをしてもらいま

す。 

2018 年 8 月 9 日更新（担当者変更のため） 

【変更前】 

「誰が芸術作品の作者か」「芸術は何語を話すのか」「都市に祝祭は必要か」「観劇客と観光客の違いはなにか」など、毎週具体

的なテーマを設け、その議題を掘り下げるために必要な参考文献を読み解いていく。特にピエール・ブルデュー、ミハイル・バフチ

ン、ベルトルト・ブレヒト、寺山修司の理論などを採用する。紹介する諸理論は相互に関連性があり、授業が進むごとに、より複眼

的な視座で作品を考察できるよう構成されている。また具体的にどのように理論を芸術作品に応用するかを解説すべく、日本、ド

イツ、フランス、イギリス、米国などの現代芸術作品（演劇、美術等）を画像・映像と共に紹介する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業概要の説明 

2018 年 8 月 9 日更新（担当者変更のため） 

【変更前】 

授業内容の概要紹介（蓄積的アプローチ、相互参照の方法） 

2. 笑いは人間的か？：人間と動物を区別するもの 

2018 年 8 月 9 日更新（担当者変更のため） 

【変更前】 

「誰が芸術作品の作者か」  ピエール・ブルデューと「嗜好性」「作家性」 

3. 動物の視点と風刺  

2018 年 8 月 9 日更新（担当者変更のため） 

【変更前】 

「芸術はどこで生まれるのか」ミハイル・バフチンと「対話的想像力 」 

4. 身体であること、身体を持つこと：笑いと心身二元論 

2018 年 8 月 9 日更新（担当者変更のため） 

【変更前】 

「見えるものと見えないもの」バフチン、アルトー、カステルッチと「多層言語」 

5. 笑いの主体／対象としての身体 

2018 年 8 月 9 日更新（担当者変更のため） 

【変更前】 

「祭礼と演劇の違いはなにか」ヴィクター・ターナーと「パフォーマンス」 

6. 機械としての人間：ベルクソン『笑い』 

2018 年 8 月 9 日更新（担当者変更のため） 

【変更前】 
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「都市に祝祭は必要か」ミハイル・バフチン、寺山修司、平田オリザと「祝祭」 

7. 人間としての人間 

2018 年 8 月 9 日更新（担当者変更のため） 

【変更前】 

「政治芸術とアクティビズムの違いは何か」ベルトルト・ブレヒトと政治 

8. 「ユーモアのセンス」と文化的特性 

2018 年 8 月 9 日更新（担当者変更のため） 

【変更前】 

中間レポート執筆に向けての質疑応答（課題抽出、参考文献、引用方法等） 

9. 笑いの冷酷さ 

2018 年 8 月 9 日更新（担当者変更のため） 

【変更前】 

中間レポート提出と質疑応答（最終レポートへの批評的発展方法、補助文献の提案など） 

10. 自分を笑うこと：フロイト『機知』 

2018 年 8 月 9 日更新（担当者変更のため） 

【変更前】 

「芸術作品に性別はあるか」ジュディス・バトラーと「パフォーマンス」 

11. 純粋な笑い：ベケット『ワット』 

2018 年 8 月 9 日更新（担当者変更のため） 

【変更前】 

誰が芸術の価値を決めるのか」１ エドワード・サイード、蜷川幸雄と「オリエンタリズム」 

12. 発表およびレポート執筆に向けての質疑応答（テーマ決め、発表の方法、参考文献、引用の仕方など） 

2018 年 8 月 9 日更新（担当者変更のため） 

【変更前】 

「誰が芸術の価値を決めるのか」２ ホミ・バーバ、モーリス・ベジャールと「インターカルチュラリズム」 

13. 受講生による発表と相互批評 

2018 年 8 月 9 日更新（担当者変更のため） 

【変更前】 

「観劇客と観光客の違いはなにか」ブレヒトと高山明のポストドラマ演劇 

14. 受講生による発表と相互批評 

2018 年 8 月 9 日更新（担当者変更のため） 

【変更前】 

講義まとめ、最終レポート執筆に向けての質疑応答 

 

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

事前に配布するテキストの抜粋に目を通し、分からない個所があればチェックしてきてください。最後の二回の授業は受講生の発

表に充てますので、準備をしてきてください。 

2018 年 8 月 9 日更新（担当者変更のため） 

【変更前】 

授業までに、テキストの指定箇所（本一冊を読む必要はない）に必ず目を通してくること（テキスト指定されていない書籍に関して

は、コピーを前週の授業で配付する）。その際、不明瞭な用語・概念・言い回しなど分からない箇所を留意し、授業中の質問として

用意してくること。また生徒は数人ごとのグループに分かれ、全１４週のなかで一度、１５分のプレゼンテーションをすることが求め

られる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート(40%)/発表(20%)/授業への参加度(40%) 

3/4 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。2018年 8月 9 日更新（担当者変更のため）【変更前】最終レ

ポート(Final Report)(40%) 、中間レポート(20%) 、プレゼンテーション(15%) 、授業への参加度(15%) 、授業内で指示した提出物

(10%)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ない。１０分以上の遅刻×３回で、１回分の欠席とみなす。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Simom Critchley. 2002. On Humour. Routledge (ISBN:9780415251211) 

※授業では上記テキストからの抜粋を配布します。 

2018 年 8 月 9 日更新（担当者変更のため） 

【変更前】 

1.ピエール・ブルデュー  『ディスタンクシオン<1> -社会的判断力批判』   藤原書店  1990  4938661055  

2. ミハイル・バフチン  『小説の言葉』   平凡社  1996  4582761534  

3. ヴィクター・ターナー  『儀礼の過程』   新思索社  1996  4783511810  

4. ベルトルト・ブレヒト  『ブレヒトの政治・社会論』   河出書房新社  2006  4309706312  

5. エドワード・サイード  『オリエンタリズム〈上〉』   平凡社  1993  4582760112  

その他(Others) 

ジュディス・バトラー『ジェンダー・トラブル―フェミニズムとアイデンティティの攪乱』青土社、1999、ISBN-10: 4791757033 
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参考文献（Readings） 

※参考文献については授業の中で適宜指示します。 

2018 年 8 月 9 日更新（担当者変更のため） 

【変更前】 

1. 平田オリザ  『平田オリザの仕事〈2〉都市に祝祭はいらない』   晩聲社  1997  4891882727  

2. アントナン・アルトー  『演劇とその分身』   白水社  2015  560084424  

3. 寺山修司  『迷路と死海ーわが演劇』   白水社  1993  4560032548  

4. ホミ・バーバ  『文化の場所―ポストコロニアリズムの位相 』   法政大学出版局  2012 

 4588099590  

5. リチャード シェクナー   『パフォーマンス研究―演劇と文化人類学の出会うところ』   人文書院  1998 

 4409100092 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FH727 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

立教ゼミナール 

(Seminars for Students of Rikkyo University) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 

映画『ガイアシンフォニー』と『星野道夫』を参考に、人間の生き方について、そして未来

の自然環境について考えてみよう 

担当者名 

（Instructor） 
濁川 孝志(NIGORIKAWA 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） 

2012～2015 年度 1 年次入学者対象科目  

定員 30 名 立教 B 科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 自然環境問題は、現代社会において解決されるべき最重要課題の一つに違いない。本講座では自然環境と人間との関わりに

ついて、映画『ガイアシンフォニー』と『星野道夫』を参考に、議論する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

映画『ガイアシンフォニー』とは、ガイア理論、すなわち地球は一つの生命体であるとする考え方をベースに作成されたドキュメン

タリー映画である。美しい映像と音楽、珠玉のことばの数々によって織り成されるこの作品は、環境問題や人間の精神性に深い

関心を寄せる人たちのバイブル的存在となっている。また、『星野道夫』の写真や文章も、環境問題や人の精神性を考えるうえ

で、とても重要な示唆を与えてくれる。本授業では、この２つを題材として、”より良い生き方とは何か”をテーマに、”自然環境と人

間の在り方”、”人の生き方の多様性”などの観点から議論する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業全体のオリエンテーションと、議論の方向性の確認。自己紹介。 

2. コミュニケーションゲームとディスカッション。 

3. 講義：星野道夫の生き方に学ぶ（『ガイアシンフォニー第３番』を含む） 

4. 講義：星野道夫の生き方に学ぶ（『ガイアシンフォニー第３番』を含む） 

5. 講義：星野道夫の生き方に学ぶ（『ガイアシンフォニー第３番』を含む） 

6. 講義：星野道夫の生き方に学ぶ（『ガイアシンフォニー第３番』を含む） 

7. 映画『ガイアシンフォニー』の一部を観賞しての議論 

8. 映画『ガイアシンフォニー』の一部を観賞しての議論 

9. 映画『ガイアシンフォニー』の一部を観賞しての議論 

10. 映画『ガイアシンフォニー』の一部を観賞しての議論 

11. 映画『ガイアシンフォニー』の一部を観賞しての議論 

12. 映画『ガイアシンフォニー』の一部を観賞しての議論 

13. 映画『ガイアシンフォニー』の一部を観賞しての議論 

14. 全体の振り返りとまとめ。 

 

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

授業準備の指示は、履修登録終了後に、Blackbord上にて行う。また、毎週の授業ごとに指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業内での発言(30%)/プレゼン内容(30%)/レポート(20%)/映画鑑賞の態度(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 濁川孝志、2017、『星野道夫の神話』、コスモス・ライブラリー (978-4-434-23318-0C0011) 

 

参考文献（Readings） 

随時紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

映像鑑賞中に寝ていると、その後の議論ができません。 

 

注意事項（Notice） 
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■FH733 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

オーダーメイド医療最前線 

(Forefront of made-to-order medicine) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
ニーズキャッチ先端医療技術の現状と課題 

担当者名 

（Instructor） 
溝口 元(MIZOGUCHI HAJIME) 

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） 
2012～2015 年度 1 年次入学者対象科目 立教 A科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

オーダーメイド医療・テイラーメイド医療と呼ばれる個々人の健康や医療に関する要望に沿った生命科学，先端医療技術の現状

が科学的社会的背景とともに理解できる。その問題点と将来展望が考察できる。日常的に具体的な議論ができる。これらが目標

である。 

 

授業の内容（Course Contents） 

マスメディア等でしばしば耳にする今日の生命科学や先端医療技術の成果を個々人の身体・健康・疾病状況に対する願望の実

現という視点に立って解説する。自然科学的原理から医療，生命倫理，社会福祉の現場へ至る各場面で，自身の関心に沿って

自ら考えていくことができる素材の提供を目指したい。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 全体概要 

2. 不妊治療の実際 

3. 生殖医療技術 

4. 再生医療・クローン技術 

5. 出生前診断の原理と問題点 

6. 染色体異常の諸相 

7. 遺伝病と社会的受容 

8. ゲノム科学とその拡がり 

9. 各国の優生学・優生思想 

10. 医師と患者の関係 

11. 延命治療・終末期医療 

12. 脳死と臓器移植 

13. 安楽死と尊厳死 

14. まとめ 

 

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

日常的にメディアで発せられる先端医療技術や最新の生命科学の話題に関心を持ち、自身の場合と結び付けて考えてみるアク

ティブラーニングの習慣を持つことを授業外学習の骨子とする。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(70%)/毎回のコメントペーパー(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 溝口元、2016、『生命倫理と人間福祉』、アイケイコーポレーション (ISBN:978-4-87492-339-9) 

 

参考文献（Readings） 

必要に応じて授業中に紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

とくに予備知識は必要としない。講義形式。時事的話題を取り上げつつその自然科学的，医学的背景を解説する 

 

注意事項（Notice） 
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■FH735 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

大学と科学技術 

(Universities And Science Technology) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
文系・理系の区別を越えて，大学と科学技術について社会的・歴史的側面から考える 

担当者名 

（Instructor） 
柿原 泰(KAKIHARA YASUSHI) 

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） 
2012～2015 年度 1 年次入学者対象科目 立教 A科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

大学・アカデミズムと科学技術の関係を多面的に理解する。文系・理系の区別を越えて，現代を生きる私たちみなにとって関わり

のある，重要なものとして，科学技術の絡む社会的諸問題を考える。 

 

授業の内容（Course Contents） 

原子力や放射能，遺伝子操作，化学物質汚染など，科学技術が絡む現代社会のさまざまな問題をどのように読み解けばよいの

だろうか。大学・アカデミズムと科学技術との関係を解きほぐしながら，科学史や科学社会学などの科学技術論の視点を紹介し，

社会的側面から考察する。また，それらを大学や学問のあり方と絡めて考えていく。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション――講義のねらい 文系・理系の区別を越えて 

2. ＜大学＞と＜科学技術＞ さまざまな機能や役割 

3. 「科学的」とは何か――科学の用いられ方、そして社会の変容 

4. 科学研究とその社会的反響――研究成果の評価と流通・普及 

5. 科学者の規範・エートス 

6. ディスカッション：それぞれの入門 

7. 「科学的」な問題と「社会的」な問題とが絡む領域――トランス・サイエンス 

8. 「科学的」な問題と「社会的」な問題とが絡む領域――放射能をめぐって 

9. 「科学的」な問題と「社会的」な問題とが絡む領域――BSEをめぐって 

10. 科学知識が生成される過程に社会的なものが関わる――科学知識の社会学 

11. つくられる懐疑論――公害事件、環境問題 

12. 大学資本主義と公共性 

13. 専門分野の細分化と連関 

14. まとめ 

（授業の進捗度・理解度等により順序や内容を変更する場合もある） 

 

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

各回の講義内容に対するコメントを書くこと。 

平常から自らの関心をさらに発展させ，深めるよう，積極的に書物を読み，自らの頭を使って考えること。 

中間レポート，最終レポートに向けた学習を平常から進めること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

各回のコメントペーパーの内容(30%)/中間レポート(30%)/最終レポート(Final Report)(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

とくになし。適宜，プリントを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 平川秀幸、2010、『科学は誰のものか』、NHK出版 

2. 吉見俊哉、2011、『大学とは何か』、岩波書店 

その他，講義時間中に随時，紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業形態：配布資料や板書による講義を中心とする。受講者数や進捗具合を考慮して，グループ・ディスカッションの機会を設け

る予定である。 

フィードバック：各回のコメントペーパーの内容については，次回授業のはじめにフィードバックを行なう。 

 

注意事項（Notice） 
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■FH736 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

立教ゼミナール 

(Seminars for Students of Rikkyo University) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 

コンピュータ・インターネット技術の探求 

グループ研究とプレゼンテーション 

担当者名 

（Instructor） 
長島 忍(NAGASHIMA SHINOBU) 

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） 

2012～2015 年度 1 年次入学者対象科目  

定員 30 名 立教 B 科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

コンピュータ（スマートフォンなども含める）やインターネット技術への理解を深め、グループ単位での協調作業によって、プレゼン

テーションやディスカッション、レポートにまとめる能力を高める。 

 

授業の内容（Course Contents） 

どのようなテーマがふさわしいかを最初に考え、テーマごとに 5人くらいのグループを作る。協力して調査し、プレゼンテーション

を行い、他のグループとの意見交換や討論を行う。そのような作業を通してコンピュータ・インターネット技術への理解を深める。

場合によっては授業計画を一部変更することもある。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 全体の内容説明、グループ分け 

2. グループごとの調査 

3. 中間発表、進捗状況 

4. グループごとの調査、プレゼンテーションの作成 

5. グループごとの発表会 

6. グループごとの発表会 

7. 全体の内容説明、新規グループ分け、小テスト（授業前半が終わって得られたこと） 

8. グループごとの調査 

9. 中間発表、進捗状況 

10. グループごとの調査 

11. グループごとの調査、プレゼンテーションの作成 

12. グループごとの発表会 

13. グループごとの発表会 

14. まとめのテスト（授業に参加して得られたことを文章にまとめる） 

 

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

コンピュータ・インターネットについて何を知りたいか関心を持ってテーマをいくつかあげておくことが望ましい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席と授業態度(40%)/調査した成果(20%)/小テスト(20%)/まとめのテスト(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

グループの代表者はパソコンを事前にメディアセンターで借りて授業に参加する。必要に応じて USB メモリなどを持参すること。 

 

注意事項（Notice） 
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■FH737 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

立教ゼミナール 

(Seminars for Students of Rikkyo University) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 

五感で学ぼう！ 自然体験＆動植物・岩石の観察 

／秩父の自然にどっぷり浸かる 4 日間。 

担当者名 

（Instructor） 
多田 多恵子(TADA TAEKO) 

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） 

2012～2015 年度 1 年次入学者対象科目  

定員 30 名 立教 B 科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

大自然の中で、さまざまな自然体験や、動植物や岩石の観察や採集を通して、自然の尊さやおもしろさ、動植物の生き生きとした

生態を、五感で学ぶ。 

 

授業の内容（Course Contents） 

埼玉県秩父地方で行う３泊４日の合宿形式の自然体験授業です。初日は長瀞周辺の岩石観察、化石採集。以降は、奥秩父の森

や清流で、動植物や石の観察・採集や、川遊び等の自然体験に明け暮れます。観察・採集法や標本の作成は初歩から指導しま

す。9 月の発表会で、実習の成果を各自発表します。同行講師は、多田（植物、本学講師、NHK子ども電話相談）のほか、上田

恵介（鳥・昆虫、本学名誉教授）、石田健（鳥・けもの）、本間岳史（岩石・地史）他。秩父最奥の山村集落も探訪し、古老のお話も

伺います。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ７月７日（土曜・13：15～16：30）事前講義。 

2. 8 月・実習 1 日目① 秩父鉄道上長瀞駅に午前１０時３０分集合。埼玉県立自然の博物館見学。 

3. 8 月・実習 1 日目② 長瀞の「岩畳」で岩石と地質見学。 

4. 8 月・実習 1 日目③ おがの化石館および地層見学。川原で化石と石の採集。 

5. ８月・実習１日目④ 秩父演習林川俣宿舎に到着。バーベキュー、ミーティング。 

6. ８月・実習 2－３日目① 早朝バードウォッチング。 

7. ８月・実習２－３日目② 宿舎周辺で、植物（コケも）、キノコ（冬虫夏草も）、変形菌、昆虫（クモ、節足動物も）、鳥、けもの

（ふんなど落とし物も）、食痕などの観察、採集。 

8. ８月・実習２－３日目③ 川遊び体験。水生昆虫、石の採集と観察。 

9. ８月・実習２－３日目④ 実習室で、生き物の観察、スケッチ、名前調べ。植物、キノコ、変形菌、昆虫、羽毛や骨、糞の中の

食物残渣、岩石など、観察と標本作りの指導と実践。 

10. ８月・実習２－３日目⑤ 夜間観察（灯火採集、トラップ、夜行性動物）。星空観察。 

11. ８月・実習２－３日目⑥ 栃本集落を探訪。古老のお話を聞く。 

12. ８月・実習 4 日目① 帰京準備。片づけ。宿舎出発。 

13. ８月・実習 4 日目② 神社見学、西武秩父駅にて解散（午後３時ごろ）。 

14. 夏休み期間 作品制作。レポートを書く。 

15. ９月１日（土曜・13：15～16：30） 作品発表会。 

 

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

7 月の事前講義で資料を配布し、実習や持ち物・服装等の説明をする。8 月の実習までに各自必要なものを準備し、体力向上に

努めて体調を整えておく（実習中は毎日数ｋｍ程歩く）。実習後に作品とレポートを完成させて 9 月に発表。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席、参加態度、観察日誌、レポート、作品の出来(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 秩父市・秩父商工会議所 編、2009、『やさしいみんなの秩父学＜自然編＞』、さきたま出版会 (ISBN:9784878913976) 

2. 新開孝、2016、『虫のしわざ観察ガイド－野山で見つかる食痕・産卵痕・巣』、文一総合出版 (ISBN:9784829972038) 

3. 盛口満、2012、『生き物の描き方: 自然観察の技法』、東京大学出版会 (ISBN:978-4-13-063335-2) 

4. 熊谷さとし・安田守、2010、『哺乳類のフィールドサイン観察ガイド』、文一総合出版 (ISBN:9784829911815) 

5. 大作晃一、2015、『くらべてわかるきのこ 原寸大 (くらべてわかる図鑑)』、山と渓谷社 (ISBN:9784635063487) 

6. 盛口満、2016、『教えてゲッチョ先生! 雑木林のフシギ』、山と渓谷社 (ISBN:9784635047937) 

7. 高橋 直樹 , 大木 淳一、2015、『石ころ博士入門』、全国農村教育協会 (ISBN:9784881371817) 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

【日程】2018 年 8 月６日（月）～９日（木） 

【宿泊場所】東京大学秩父演習林川俣学生宿舎 埼玉県秩父市大滝３４２３−２ http://www.uf.a.u-tokyo.ac.jp/chichibu/ 

【参加費】30,000 円程度（保険料、宿泊費、施設利用費、交通費を含む）の見込。集合・解散場所への交通費・博物館入館料は別

途自己負担。履修登録者はスケジュールを確認のうえ、参加費を必ず納入（振込）すること。納入方法等については、履修登録

完了後に自宅に送付される「全学共通科目学外集中科目参加費納入方法等のお知らせ」を必ず確認のうえ、示された手続きを

行うこと。（発送は、立教トラベルプラザから行われる） 

 

注意事項（Notice） 
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■FH739 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

立教ゼミナール 

(Seminars for Students of Rikkyo University) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
囲碁で養う考える力 

担当者名 

（Instructor） 
河野 貴至(KONO 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） 

2012～2015 年度 1 年次入学者対象科目  

定員 30 名 立教 B 科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

日本の伝統文化として伝承されてきた囲碁を学び、対局を通して「考える力」と「集中力」の向上を図る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

決め打ち碁（模範的な碁を並べ、途中から打つ）で布石の考え方を習得し、初心者でもすぐに終局まで打てるようにする。 

囲碁の心得（「まわりに来たらごあいさつ」等、いくつかのパターンを言葉で表したもの）を習得し、囲碁の考え方を身につける。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ルールの解説（１） 

2. ルールの解説（２） 

3. ルールの復習及び初歩技術（１） 

4. ルールの復習及び初歩技術（２） 

5. 問題演習① 

6. 囲碁の世界・９路盤対局 

7. 技術の解説（１） 

8. 技術の解説（２） 

9. 技術の解説（３） 

10. ９子局の解説・連碁（対局） 

11. 技術の解説（４） 

12. 問題演習② 

13. 技術の解説（５） 

14. 代表者対局 まとめ 

 

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

事前にテキスト『東大教養囲碁講座』の該当項目を読んでおくこと 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

小テスト（20％×2 回）(40%)/技術習熟度(20%)/授業への参加態度(40%) 

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ない。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 石倉昇 梅沢由香里 黒瀧正憲 兵藤俊夫、2007、『東大教養囲碁講座』、光文社 (ISBN:978-4-334-03410-8) 

2. 日本棋院、2014、『実践囲碁総合演習』、日本棋院 (ISBN:978-4-8182-0625-0) 

教科書『東大教養囲碁講座』・参考書『実践囲碁総合演習』 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FH740 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

立教ゼミナール 

(Seminars for Students of Rikkyo University) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Happiness in Various Studies 

担当者名 

（Instructor） 
佐良土 茂樹(SARODO SHIGEKI) 

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） 

2012～2015 年度 1 年次入学者対象科目  

定員 30 名 立教 B 科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

The general objective of this course is to develop the ability to identify and define the meaning of "happiness" and its place in 

our lives from the various studies through the discussions in the class. The goals of this course are for students (1) to grasp 

the concept of happiness and the basic concepts related to happiness, (2) to broaden their perspectives on the happiness, and 

(3) to understand the diversity of happiness in the global society.  

 

授業の内容（Course Contents） 

This course is designed to cover the concept of happiness in various studies. In this course, we will read literature and articles 

on the happiness and discuss the concept and its nature. By reading those writings, we will also make a comparison mainly 

between the Japanese concept of happiness and the Eastern and Western concept of happiness. The topics in the schedule 

below could be changed after the consultation in the class.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction 

2. Happiness in "us" 

3. Happiness in Various Cultures 

4. Happiness in Sports  

5. Happiness in Religion 

6. Happiness in Education  

7. Happiness in Psychology 

8. Happiness in Economics 

9. Happiness in Politics 

10. Happiness in Science 

11. Happiness in Aristotle's Virtue Ethics 

12. Happiness in Epicurean Ethics 

13. Happiness in Utilitarianism 

14. Happiness in Stoic Ethics and Summary 

 

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

Students are expected to prepare the readings and complete the assignments (30-60 min). 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/Class Participation(40%)/Assignments(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

A copy of necessary materials will be distributed in the class. 

 

参考文献（Readings） 

1. Leo Bormans. 2011. The World Book of Happiness. Firefly Books (ISBN:978-1554079308) 

2. Martin E. P. Seligman. 2002. Authentic Happiness. Free Press (ISBN:978-1439190760) 

3. Jonathan Haidt. 2006. The Happiness Hypothesis. Arrow Books (ISBN:978-0099478898) 

4. Aristotle. 2014. Nicomachean Ethics, 2n edition. Cambridge University Press (ISBN:978-1107612235) 

Further readings will be announced in the class. Students are encouraged to present and share materials that they regard as 

relevant for any topic throughout the course. 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■FH741 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

立教ゼミナール 

(Seminars for Students of Rikkyo University) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
安楽死問題を考える 

担当者名 

（Instructor） 
梅澤 弓子(UMEZAWA YUMIKO) 

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） 

2012～2015 年度 1 年次入学者対象科目  

定員 30 名 立教 B 科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

いのちをめぐって提起されている課題の中から、特に「安楽死」をとりあげ、その実情を把握すると共に、問題を整理し、多角的に

検討する。この作業を通じて、「いのち」の尊厳を考究する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

「安楽死」に関して、参加者が各自の専門領域や関心に応じていくつかのグループを組み、それぞれの視座から研究・発表・発題

を行う。発題を受けて、全体で討議を行う。具体的には、「安楽死の定義」「安楽死の歴史」「安楽死と尊厳死」「日本における安楽

死」「安楽死をめぐる各国の動向」「安楽死と経済」「安楽死法」「思想としての安楽死」「文学における安楽死」等々が考えられる。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション:なぜ、いま、「安楽死」を考えるか。 

2. 問いの共有。視座の設定。 

3. グループ分け。発表方法とスケジュールの確定。 

4. 発表準備研究 1 

5. 発表準備研究 2 

6. 発表準備研究 3 

7. グループ発表 1 と討議 

8. グループ発表 2 と討議 

9. グループ発表 3 と討議 

10. 中間ふりかえり 問いの整理 

11. グループ発表 4 と討議 

12. グループ発表 5 と討議 

13. 全体討議 

14. まとめ レポート提出 

 

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

主体的な参加を期待する。討議には積極的に臨んでほしい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(30%)/研究発表・発題(50%)/討議への積極的参加(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FH742 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

立教ゼミナール 

(Seminars for Students of Rikkyo University) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
東西宗教思想における霊性と身体 

担当者名 

（Instructor） 
松澤 裕樹(MATSUZAWA HIROKI) 

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） 

2012～2015 年度 1 年次入学者対象科目  

定員 30 名 立教 B 科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

東西宗教思想における霊性論と身体論について理論面から学ぶと共に、坐禅を通して実践面からも学ぶことで、総合的な人間理

解を深めることが本授業の目標となる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

グローバル社会における多文化共生が喫緊の課題となっている現在、多様な文化を尊重すると同時に文化的差異を超越した新

たな視点を構築する必要があり、そのためにもこれまで以上に各人が哲学的・宗教的観点から人間理解を深めていくことが求め

られている。  

本授業では、そうした現代的課題を念頭に置きながら東西の宗教思想における霊性論と身体論を理論的かつ実践的に探究する

ことで、多文化共生の時代に必要不可欠となる哲学的・宗教的人間理解を涵養することにある。 

具体的には、「霊性と身体」について中心的に論じた東西の哲学的・宗教的テキストの講読を通して、理論的側面から哲学的・宗

教的人間理解を深めていくと同時に、実際に坐禅を中心とする宗教的身体技法の実習を行うことで、実践的側面からもアプロー

チしながら理論と実践の相互作用による総合的な人間理解を目指す。  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 『普勧坐禅儀』における心身論 

3. ギリシア哲学における心身論 

4. 『聖書』における心身論 

5. 東方キリスト教における心身論 

6. 近代西洋における心身論 

7. 東西心身論に関する発表・議論（１） 

8. 東西心身論に関する発表・議論（２） 

9. 東西心身論に関する発表・議論（３） 

10. 東西心身論に関する発表・議論（４） 

11. 東西心身論に関する発表・議論（５） 

12. 東西心身論に関する発表・議論（６） 

13. 東西心身論に関する発表・議論（７） 

14. 東西心身論に関する発表・議論（８） 

 

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

予習としては指定されたテキストを読んでくることが必須となる。復習としては理解を深めるために参考文献を読むことが推奨さ

れる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/授業での発表(40%)/授業への参加態度(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特に指定しない 

 

参考文献（Readings） 

授業で適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

本授業では毎回坐禅を行うので、坐禅しやすい恰好で授業に参加することが望ましい。 

 

注意事項（Notice） 
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■FH743 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

立教ゼミナール 

(Seminars for Students of Rikkyo University) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
ポスト高度成長期の子育てネットワークとジェンダー 

担当者名 

（Instructor） 
和田 悠(WADA YU) 

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） 

2012～2015 年度 1 年次入学者対象科目  

定員 30 名 立教 B 科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

ジェンダー・家族・子育ての視角から高度成長期以降の現代日本社会の歴史的経験について理解する。現在日本の保育制度に

ついて一定の認識を獲得する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

 「保育園落ちた日本死ね」は 2016 年の流行語に選ばれた。匿名のブログのタイトルだったこのフレーズが流行語になった背景

には都市部での深刻な保育園の待機児童問題がある。だが、待機児童問題は現在に始まったことではない。高度成長期以降、

女性の社会進出は本格化し、さまざまな地域や職場で保育所づくりの運動が展開した。子どもを預ける場所に困ったさまざまな

女性たちが自発的に集まり、共同保育のサークルを立ち上げる場合も少なくなかった。子育てを軸にしたネットワーキングの経験

は同時代の女性たちを政治的社会化する契機ともなっており、その共同性は無縁社会とも言われる現在にあって再考に値する。 

 このゼミナールでは、ジェンダーに関する基本的な認識を獲得したのちに、1970 年代から 80年代にかけて千葉県松戸市で展

開した子育てサークルの回覧ノートを輪読する。回覧ノートには女性たちの子育ての悩みや夫婦関係の葛藤、職場での困難な

ど、子育てをしながら働く女性たちのさまざまな経験がつまっており、同時代のジェンダー規範とそれへの抵抗を具体的に理解す

る格好の一次資料である。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション：『てくてくノート』紹介 

2. 戦後日本の保育制度について 

3. 『ひばりニュース』の輪読① 

4. 『ひばりニュース』の輪読② 

5. 「てくてく勉強会」と私：ゲストスピーカーを予定 

6. 「てくてくノート』の輪読① 

7. 「てくてくノート』の輪読② 

8. 地域で子育てを支援する①：ゲストスピーカーを予定 

9. 『てくてくノート』の輪読③ 

10. 「てくてくノート』の輪読④ 

11. 地域で子育てを支援する②：ゲストスピーカーを予定 

12. 「てくてくノート』の輪読⑥ 

13. 「てくてくノート』の輪読⑦ 

14. 授業全体の振り返りとまとめ：ゲストスピーカーを予定 

 

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

子育てサークルの回覧ノートを輪読し、議論するという授業の性格上、毎週、資料を読み、疑問点や調べた点をレポートにまとめ

る課題が毎週出る。その他に居住地の保育行政について調べて発表するなどの課題もある。予習する時間をしっかりと確保して

おくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

毎回の授業で提出するレスポンスシート(30%)/最終レポート(Final Report)(40%)/授業内で指示する調べ学習による提出物(30%) 

欠席回数 3 回を超えたものについてはただちに D 評価とする。遅刻 2 回で 1 回分の欠席とみなす。立教大学は公欠制度を認め

ていないことにも留意をされたい。安易な履修は禁物である。 

 

テキスト（Textbooks） 

特定の教科書は使わない。 

 

参考文献（Readings） 

1. 小林美希、2015、『ルポ 保育崩壊』、岩波新書 (ISBN:4004315425) 

2. 小林美希、2013、『ルポ 産ませない社会』、河出書房新書 (ISBN:4309246222) 

3. 猪熊弘子、2011、『死を招いた保育―ルポルタージュ上尾保育所事故の真相』、ひとなる書房 (ISBN:4894641682) 
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4. 前田正子、2017、『保育園問題 - 待機児童、保育士不足、建設反対運動』、中公新書 (ISBN:412102429X) 

5. 中西新太郎、2009、『“生きづらさ”の時代の保育哲学 』、ひとなる書房 (ISBN:4894641348) 

6. 近藤幹生、2014、『保育とは何か』、岩波新書 (ISBN:4004315093) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

この授業は、立教大学ジェンダーフォーラムが開講するものである。ジェンダーフォーラムの主催するイベントや講演会に積極的

に参加すること。ジェンダーフォーラムの公式サイトは下記の通りである。 

http://www.rikkyo.ac.jp/aboutus/philosophy/activism/gender/ 

 

注意事項（Notice） 
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■FH745 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

立教ゼミナール 

(Seminars for Students of Rikkyo University) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
グローバル都市空間における多文化化の現実と課題 

担当者名 

（Instructor） 
金 兌恩(KIM TAEEUN) 

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） 

2012～2015 年度 1 年次入学者対象科目  

定員 30 名 立教 B 科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

世界の主なメトロポリタン都市空間における多文化化の実態、関連の政策などについて学び、グローバル比較の視点から考え

る。多文化主義及び多文化共生に関する文献などの講読や報告・討議を通じて、社会学的想像力や批判的分析力を身につけ

る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

グローバリゼーションの深化とともにさらに進んでいる多文化化の現状や今後の課題について、主にグローバル都市空間の現実

に照準を定め、比較を試みる。現代社会におけるエスニシティやマイノリティをめぐる諸問題を、差異、他者性、アイデンティティな

どの現代社会学、文化人類学における理論的概念を中心に学習していく。その上で、近年における「多文化主義」に関する理論

的・政治的・実践的議論を踏まえながら、北米、豪州などのメトロポリタン都市空間における多文化化の歴史と現況、多文化共生

とかかわる政策や実践事例を紹介する。そして、視野を東アジア地域に移し、日本と韓国での現状を検討し、北米・豪州における

現状との比較考察を試みる。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. グローバリゼーションや多文化主義とかかわる主要概念 

3. グローバリゼーションや多文化主義とかかわる主要論争 

4. アメリカの事例１—多文化化の歴史と現状 

5. アメリカの事例２—都市空間における現状と課題 

6. カナダの事例１−多文化化の歴史と現状 

7. カナダの事例２—都市空間における現状と課題 

8. オーストラリアの事例１−多文化化の歴史と現状 

9. オーストラリアの事例２—都市空間における現状と課題 

10. 韓国の事例１−多文化化の歴史と現状 

11. 韓国の事例２—都市空間における現状と課題 

12. 日本の多文化化と共生問題を考える１ 

13. 日本の多文化化と共生問題を考える２ 

14. 総括 

 

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

事前に講読文献を読み、授業で取り上げたい論点を考えておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(30%)/出席兼コメントペーパー(30%)/報告や討議を含む授業への参加度(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 宮島喬、2014、『多文化であることとは：新しい市民社会の条件』、岩波書店 (ISBN:9784000291217) 

2. アンドレア・センプリーニ、2003、『多文化主義とは何か』、白水社 (ISBN:9784560058619) 

初回の授業にて文献リストを提示する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 中川正春他、2014、『なぜ今、移民問題か』、藤原書店 (ISBN:9784894349780) 

2. 東自由里, 進藤修一、2015、『移民都市の苦悩と挑戦：ニューヨークとフランクフルト』、晃洋書房 (ISBN:9784771026223) 

3. Montserrat Guibernau and John Rex. 2010. The Ethnicity Reader: Nationalism, Multiculturalism and Migration. Cambridge : 

Polity (ISBN:9780745647029) 

その都度，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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■FH748 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

立教ゼミナール 

(Seminars for Students of Rikkyo University) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
ＲＳＬ-社会基盤としての文化論 

担当者名 

（Instructor） 
藤井 満里子(FUJII MARIKO) 

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） 

2012～2015 年度 1 年次入学者対象科目  

定員 30 名 立教 B 科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

私たちが生きている社会の基盤を成す文化に焦点を当てる。この授業では、日常生活において見逃されがちな文化を見直し、そ

の価値を再発見・再構築する意義と方法について、具体的な事例から実践的に学修する。最終的には、履修者自身がどの様に

文化や社会と関わるのかを構築し、報告することを目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

この授業では、社会の基盤となってきた生活文化を取り上げる。それらが持つ本質的な意味を理解することに加え、とくに、見逃

されてきた文化に光を当てることで価値観の再生を図り、そうした文化の有効性を社会にどの様に訴求していくのかを具体的に

考える。社会における様々な文化のあり方を理解するために、この授業では講義に加え、ゲストスピーカーからの話や映像、グル

ープディスカッションやフィールドワーク、発表等を通じて実践的に学ぶ。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

 授業のねらい、進め方、受講に際しての準備 

2. 文化の価値に気付く視点（1） 

 社会基盤としての文化とは 

3. 文化の価値に気付く視点（2） 

 何気ないものから「価値あるもの」を再発見する視点 

4. 文化の価値に気付く視点（3） 

 文化と社会へのまなざし 

5. 文化の価値に気付く視点（4） 

 実践者が語る文化と社会との関わり①－伝統文化と社会 

6. 文化の価値に気付く視点（5） 

 文化的価値と意味づけ 

7. 文化の価値に気付く視点（6） 

 文化再生と活用の可能性 

8. 文化の価値に気付く視点（7） 

 実践者が語る文化と社会との関わり②－報道の現場から見た文化 

9. 文化の価値に気付く視点（8） 

 文化的価値の再構築① 

10. 文化の価値に気付く視点（9） 

 文化的価値の再構築② 

11. 文化の価値に気付く視点（10） 

 文化再生と活用の実際 

12. 身の回りにある文化的価値の再発見（1） 

 文化的価値を伝えるということ① 

13. 身の回りにある文化的価値の再発見（2） 

 文化的価値を伝えるということ② 

14. 授業統括 

 

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

日頃から文化の存在を意識し、「文化」や「伝統」、「日本らしさ」などについて関心を持ち、関連する文献やニュース・新聞・雑誌記

事に目を通しておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/ディスカッションにおける参加度(30%)/授業内での発表プレゼンテーション(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 
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適宜、プリントを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 逸見・原田・藤枝編著 立教大学 RSLセンター編集、2017、『リベラルアーツとしてのサービスラーニングーシティズンシップを

耕す教育ー』、北樹出版 (ISBN:9784779305306) 

授業時に紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

この科目は、立教サービスラーニング（ＲＳＬ）科目群のひとつである。 

 

注意事項（Notice） 
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■FH760 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 
University in Modern Society 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 

The role of higher education in todays’ world and current issues – case study of higher 

education in the United States 

担当者名 

（Instructor） 
ペレス，Ａ．(PEREZ ANGEL B.) 

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） 

・2012～2015 年度 1 年次入学者対象科目  

定員 15 名 立教 A科目 

・他にグローバル・リベラルアーツ・プログラム 所属学生/特別外国人学生が履修 

・この授業は、英語圏での大学の授業を想定し、全て英語で行う 

・以下の英語力を有していることが履修の目安になる 

英検準 1 級, IELTS 5.5, TOEFL®iBT 72, TOEIC®785 

・池袋キャンパス：8 月 1 日（水）～7 日（火） 各日 10:45～16:30 A202 教室 

 

授業の目標（Course Objectives） 

To learn about the history of higher education in United States 

To examine the distinctiveness of the American higher education system  

To reflect on one’s own student life by comparing it with the American college culture 

To discuss the role of higher education in society with regards to the situation in United States 

To discuss the current issues in the American higher education and their relevance to the situation in Japan 

 

授業の内容（Course Contents） 

The United States has one of the most diverse and complex systems of higher education in the world. It is a highly sought 

after multi-billion dollar industry with significant impact on American society. From its origins in religiosity to its goals for 

educating a work force, higher education’s impact and purpose are continuously evolving. This course will give students 

historical foundations while providing a framework for the industry’s modern day complexities. Students will research, analyze, 

and debate various issues that challenge higher education today including: admissions, diversity, the For Profit sector, paying for 

college, social life, curriculum, and the influence of organizations like U.S. News, Moody’s, and the student loan industry. The 

course provides a platform for students to study and debate an industry they currently consume. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. The For Profit Sector 

2. External Organizations that Feed American Higher Education 

3. Purposes and Philosophy American Higher Education 

4. History of American Higher Education 

5. System of American Higher Education (Organizational Structure) 

6. System of American Higher Education (Institutional Policies) 

7. System of American Higher Education (Enrollment Management and Finances) 

8. The College Student Experience 

9. Role of Higher Education in Society (Admissions and Student Demographics) 

10. Role of Higher Education in Society (Non-traditional Students and Distance Learning) 

11. Role of Higher Education in Society (Employment and Student Debt) 

12. The Media and Higher Education 

13. University Athletics 

14. Current Issues in American Higher Education 

15. Final Review 

 

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

Students are expected to read recommended chapters from the course textbook before the start of this course. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Attendance and Class Participation(30%)/Higher Education News Review(30%)/最終レポート(Final Report)(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Stevens, Mitchell L.. 2009. Creating a Class - College Admissions and the Education of Elites. Harvard University Press 

(ISBN:9780674034945) 
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参考文献（Readings） 

TBA 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

TBA 

 

注意事項（Notice） 

2018 年 6 月 15 日変更（変更理由：追加募集を行うこととなったため） 

2018 年度受付期間：6/13(水) ～ 19(火)17:00 （教務事務センターにて受付） 
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■FH801 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

立教生の学び方                     新座 

(Study Skills for Stundents at Rikkyo University) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
信仰と共生、あるいは他者理解 

担当者名 

（Instructor） 
岡田 聡(OKADA SATOSHI) 

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） 

2011 年度以前 1 年次入学生対象科目 

定員 30 名 立教生の学び方科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

・信仰が何であるかについて考えること。 

・文献を読み解いて、それをアウトプットする力を身につけること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

 人は日常的なものから宗教的なものまで、何らかの信念あるいは信仰を持っている。友人からひどい目にあわされることはない

だろうと信頼し、イエスはキリストだと信仰する。しかし、信念や信頼、信仰は、ときとして、喧嘩や戦争といった対立を生み出しも

する。他者や他文化との共生の可能性を開くためにも、信念や信仰が何であるか（あるいは何でないか）を考えてみたい。 

 テキストとしてパウル・ティリッヒ『信仰の本質と動態』を用いる。授業では、その講読と議論をおこなう。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション（１） 

2. オリエンテーション（２） 

3. テキスト講読・議論 信仰とは何であるか（１） 

4. テキスト講読・議論 信仰とは何であるか（２） 

5. テキスト講読・議論 信仰とは何であるか（３） 

6. テキスト講読と議論 信仰とは何でないか 

7. テキスト講読と議論 信仰の象徴 

8. テキスト講読と議論 信仰の類型（１） 

9. テキスト講読と議論 信仰の類型（２） 

10. テキスト講読と議論 信仰の真理（１） 

11. テキスト講読と議論 信仰の真理（２） 

12. テキスト講読と議論 信仰の真理（３） 

13. テキスト講読と議論 信仰の生活（１） 

14. テキスト講読と議論 信仰の生活（２） 

 

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

・開講前にテキストを通読しておくこと。 

・各回で講読する箇所の精読。議論の準備。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/口頭発表(40%)/議論への参加度(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. パウル・ティリッヒ、2000、『信仰の本質と動態』（谷口美智雄訳）、新教出版社 (ISBN:9784400340560) 

復刊版。税込 1,080 円。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FH802 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

立教生の学び方                     新座 

(Study Skills for Stundents at Rikkyo University) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
ワークショップを通して学ぶ「持続可能な暮らし」と「幸せ」 

担当者名 

（Instructor） 
空閑 厚樹(KUGA ATSUKI) 

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） 

2011 年度以前 1 年次入学生対象科目 

定員 30 名 立教生の学び方科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

近い将来「かつて，生活の豊かさは経済成長によってもたらされると考えられていた」といわれる時代がくるかもしれません。現

在，私たちは有限な化石資源，悪化する地球環境，グローバル経済の弊害の顕在化等の問題に直面しています。これらはいず

れも経済成長が私たちの目指すべき唯一の目標ではないこと，また持続可能でもないことを示しています。しかし経済成長に替

わる指標はまだありません。現在は過渡期にあるといえるでしょう。授業ではワークショップを通して持続可能な暮らしのあり方に

ついて学び，議論します。 

 

授業の内容（Course Contents） 

５～６人程度の小グループに分け，毎回，発表者がテキストの担当部分を整理して内容を紹介します。コメンテーターがそれを受

けて自分なりの意見を述べます。そして司会者（ファシリテーター）がそのグループの参加者が創造的な意見が出せるような司会

を目指します。また持続可能な暮らしの実践についての資料検討、映像を視聴することにより現状把握と未来へのビジョンをふま

え持続可能な暮らしの具体的プランを作成します。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入 

2. 創造的な場作り（１） 

3. 創造的な場作り（２） 

4. 創造的な場作り（３） 

5. 現状の検討（１） 

6. 現状の検討（２） 

7. 持続可能な暮らしの取り組み（１） 

8. 持続可能な暮らしの取り組み（２） 

9. 持続可能な暮らしの取り組み（３） 

10. 持続可能な暮らしの取り組み（４） 

11. 具体的プランの作成（１） 

12. 具体的プランの作成（２） 

13. 報告会（１） 

14. 報告会（２） 

 

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

「持続可能な暮らし」もしくは「持続可能な社会」をキーワードとして含む新聞記事を 3 つ以上調べて初回授業に持参すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/出席および授業参加度(40%)/相互評価への貢献度(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FH803 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

立教生の学び方                     新座 

(Study Skills for Stundents at Rikkyo University) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
問題の気づき、課題の発見、正解のない課題について理解する。 

担当者名 

（Instructor） 
韓 志昊(HAN JIHO) 

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） 

2011 年度以前 1 年次入学生対象科目 

定員 30 名 立教生の学び方科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

正解のない課題を自分で気づくこと、意思決定のために情報を収集し、分析して判断する重要性と方法について学ぶ 

 

授業の内容（Course Contents） 

広い範囲の情報を判断する必要や方法を理解し、実際に正解のない課題を分析しながら、考える力と疑問を持つ訓練をする。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction 

2. 情報について 

3. リサーチの基礎を理解する 

4. 疑問、課題について考える 

5. グループワーク１：課題を設定する 

6. グループワーク１：課題の分析 

7. グループワーク１：分析結果の発表 

8. グループワーク２：課題を設定する 

9. グループワーク２：課題の分析 

10. グループワーク２：分析結果の発表 

11. グループワーク３：課題を設定する 

12. グループワーク３：課題の分析 

13. グループワーク３：分析結果の発表 

14. まとめ 

 

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

毎回の課題や授業外グループワークに積極的に参加すること。 

新聞を読む習慣を身につけること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業内参加(50%)/個人発表(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

授業内で適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

適宜受業内で紹介する。 

 

注意事項（Notice） 
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■FH804 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

立教生の学び方                     新座 

(Study Skills for Stundents at Rikkyo University) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
韓国・朝鮮研究へのアプローチ 

担当者名 

（Instructor） 
高 成鳳(KOU SONBON) 

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） 

2011 年度以前 1 年次入学生対象科目 

定員 30 名 立教生の学び方科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

朝鮮語を母語とせず、大学で朝鮮語を初めて履修した学生および、大学入学前から朝鮮語学習を継続してきた学生を対象に、

朝鮮語の実用的運用能力と朝鮮語による情報の収集・分析スキルの向上を目指す。 

 

授業の内容（Course Contents） 

韓国・朝鮮についての基礎的知識の習得とともに、朝鮮語の資料・データへのアクセス方法や、現在の朝鮮半島研究における論

点・争点を踏まえ、朝鮮半島をめぐる政治・歴史・経済・文化・国際関係等についてより広く深く理解し、受講生が大学における朝

鮮語による学びを深化させる契機となる授業としたい。なお履修に際しては、ハングル能力検定試験４級相当以上の朝鮮語能力

が求められる。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. はじめに 授業の進め方と受講者の関心分野について整理 

2. 朝鮮半島を知る基礎知識（１） 

3. 朝鮮半島を知る基礎知識（２） 

4. 朝鮮語資料文献・データベース利用方法 

5. 報告と討論（１） 

6. 報告と討論（２） 

7. 報告と討論（３） 

8. 韓国の政治と社会を考察する 

9. 北朝鮮の政治と社会を考察する 

10. 日本と朝鮮半島の関係を考察する 

11. 報告と討論（４） 

12. 報告と討論（５） 

13. 報告と討論（６） 

14. まとめ 

 

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

しっかりとした事前学習、関心分野についてのバランスのとれた情報の収集と分析を心がけてください。報告と討論への積極的な

参加を期待します。韓国への留学や語学研修参加経験がある学生は、そのことを積極的に活かして問題意識を高めていってくだ

さい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(30%)/授業全般への参加と貢献(40%)/報告と討論(30%) 

最終レポートは報告と討論を発展させた、学習内容のまとめに相当するものです。 

 

テキスト（Textbooks） 

指定せず。必要に応じて資料を配付します。 

 

参考文献（Readings） 

1. 金成玟・岡本亮輔・周倩 編、2017、『東アジア観光学 まなざし・場所・集団』、亜紀書房 

2. 石坂浩一・福島みのり編、2014、『現代韓国を知るための 60章 第二版』、明石書店 

3. 伊藤亜人他監修、2014、『新版 韓国・朝鮮を知る事典』、平凡社 

4. 朝鮮史研究会編、2011、『朝鮮史研究入門』、名古屋大学出版会 

5. 石坂浩一編、2006、『北朝鮮を知るための 51 章』、明石書店 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 



 - 903 - 

注意事項（Notice） 
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■FH807 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

立教生の学び方                     新座 

(Study Skills for Stundents at Rikkyo University) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
家族心理学：家族とこころ 

担当者名 

（Instructor） 
山田 哲子(YAMADA TETSUKO) 

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） 

2011 年度以前 1 年次入学生対象科目 

定員 30 名 立教生の学び方科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

この授業では，心理学の観点から家族の定義や成り立ちなどの基本的事項を学ぶことから始める。それを受け，従来の価値観

にとらわずに「家族」の多様性について学習する。また，昨今の家族をめぐる様々なテーマに関心を持ち，自ら学び，議論する力

を養うことを目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

授業の前半の回は，家族心理学に関するテキストを講読し，家族の成り立ちや定義，家族の関係性，家族の中で生じやすい問

題について心理学のアプローチから学ぶ。各回において発表担当者が担当文献をレジュメにまとめ，それを受けて授業内でディ

スカッションを行う。授業の後半の回では，前半で講読したテキストの内容から各自が家族心理学の中で興味を持ったテーマを決

め，先行研究を読み，プレゼンテーションを行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 文献講読① 家族とは何か 

3. 文献講読② 結婚、夫婦の始まり 

4. 文献講読③ 夫婦の関係 

5. 文献講読④ 親子の関係 

6. 文献講読⑤ 家族の病理 

7. 文献講読⑥ これからの家族のかたち 

8. プレゼンテーション発表とディスカッション① 

9. プレゼンテーション発表とディスカッション② 

10. プレゼンテーション発表とディスカッション③ 

11. プレゼンテーション発表とディスカッション④ 

12. プレゼンテーション発表とディスカッション⑤ 

13. プレゼンテーション発表とディスカッション⑥ 

14. 全体のまとめ 

 

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

各自発表担当となった授業において、レジュメを作成する。また、自身が発表担当でない授業の配布資料も読み込み、ディスカッ

ションに備えること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への出席とディスカッションへの参加(50%)/レジュメ作成および発表、レポート(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業内および Blackboardにて適宜配布を行う。 

 

参考文献（Readings） 

1. 中釜洋子ほか、2008、『家族心理学―家族システムの発達と臨床的援助』、有斐閣ブックス 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FH808 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

立教生の学び方                     新座 

(Study Skills for Stundents at Rikkyo University) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
スポーツとコーチングにおける諸問題を考える 

担当者名 

（Instructor） 
佐良土 茂樹(SARODO SHIGEKI) 

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） 

2011 年度以前 1 年次入学生対象科目 

定員 30 名 立教生の学び方科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

この授業では、スポーツとコーチングにおける諸問題をさまざまな観点から一緒に考えていくことを通じて、広い視野をもって議論

する能力や、自分たちの生き方、社会全体のあり方を見直す能力を涵養することを目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

体罰やハラスメントやドーピング等のスポーツにまつわる諸問題、現代のスポーツにおいて重要度が増しているコーチングにまつ

わる諸問題を、倫理学的観点を中心としつつも、専門領域にとらわれない広い視野をもって検討し、議論をしていく。以下に授業

計画を提示するが、受講生の関心や興味に応じて扱うトピックに若干の変更を加える可能性もある。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. スポーツにおける体罰の問題 

3. スポーツにおけるハラスメントの問題 

4. スポーツにおけるドーピングの問題 

5. スポーツと部活動 

6. スポーツとオリンピック・パラリンピック 

7. スポーツとメディア 

8. 「私」が受けてきたコーチング 

9. コーチの役割とは何か？ 

10. よいコーチングとは何か？ 

11. コーチに必要な知識・技術・人柄とは何か？ 

12. コーチにとっての「幸福」とは何か？ 

13. アスリート・センタード・コーチング 

14. 全体の振り返りと総括 

 

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

受講生は次回に使用されるテキスト、記事、論文等を事前に読んで、自分の考えをまとめてくることが求められる（30〜60 分）。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/授業参加状況（レポート報告・議論への参加）(40%)/リアクションペーパー(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

共通のテキストは特に指定しない。授業の各トピックに関するテキスト・記事・論文等については適宜コピーを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 友添秀則編、2017、『よくわかるスポーツ倫理学』、ミネルヴァ書房 (ISBN:978-4623080137) 

2. 川谷茂樹、2005、『スポーツ倫理学講義』、ナカニシヤ出版 (ISBN:978-4888489232) 

3. シェリル・ベルクマン・ドゥルー、2012、『スポーツ哲学の入門』、ナカニシヤ出版 (ISBN:978-4779505713) 

4. コーチング学会編、2017、『コーチング学への招待』、大修館書店 (ISBN:978-4469268195) 

5. マイク・シャシェフスキー、2011、『コーチ Kのバスケットボール勝利哲学』、イースト・プレス (ISBN:978-4781605326) 

その他の参考文献のリストについては第一回目の授業で配布する。受講生はそれぞれのトピックに関連する優れた文献・記事・

論文を知っていれば積極的に共有して欲しい。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FH809 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

情報倫理                        新座 

(Information Ethics) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
ネット時代のソーシャル・リテラシー 

担当者名 

（Instructor） 
高橋 慈子(TAKAHASHI SHIGEKO) 

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） 
2005 年度以前 1 年次入学者対象科目 情報科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

モバイル機器の利活用や人工知能（AI）の普及など、大きく変わる情報通信技術と社会において，知っておくべき知識やルール

やモラル，情報発信において留意すべきことを理解・考察し，実践できるスキルを身に付けることを目指す。 

 

授業の内容（Course Contents） 

日々、ニュースに登場する新しいサービスやビジネス，人工知能（AI)のような最新技術利用した新たな産業や働き方が，私たち

の生活や社会をどのように変えていくのか。基本的に知っておくべき知識を整理し，情報倫理に関わる，時事的な話題について

解説する。演習を通して，自分なりの考えを整理し，アウトプットする。グループディスカッションやインタビュー演習を通して，多様

な考えを知り，思考を深める。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 情報倫理とは 

2. 情報通信社会とインターネット，進化と変遷 

3. ネット・コミュニケーションの特徴と留意点 

4. メディアの変遷と情報活用 

5. メディア・リテラシーを身に付ける 

6. 情報技術とセキュリティ 

7. インターネットと犯罪 動向と対策 

8. 個人情報とプライバシー 

9. 知的所有権とコンテンツ 

10. 企業と情報倫理 

11. 科学技術と倫理 

12. デジタルデバイドとユニバーサルデザイン 

13. 人工知能（AI)と倫理 

14. 情報通信社会とリテラシー・総括 

 

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

Blackboardの事前に登録される講義資料に目を通し，教科書の該当ページを読んでおくこと。 

より深い内容については，授業で説明した事項や行った演習に関連する情報を探し，理解を深めること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(70%)/課題(20%)/ミニテスト(10%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 高橋慈子・原田隆史・佐藤翔・岡部晋典、2015、『情報倫理 ネット時代のソーシャル・リテラシー』、技術評論社 (ISBN:978-4-

7741-6822-7) 

 

参考文献（Readings） 

授業時に適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

各回，事前に講義資料を配付する。ダウンロードし，目を通しておく。プリントしておき，ノートとして活用することをすすめる。対応

する教科書の章を，読んでおくこと。 

新聞，ニュースの情報を読むときに，授業で扱った観点から考えてみることで，理解が深まる。 

 

注意事項（Notice） 
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■FH812 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

情報科学１                       新座 

(Information Science 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
情報端末の仕組みとセキュリティ上の問題点の関係性 

担当者名 

（Instructor） 
古賀 ひろみ(KOGA HIROMI) 

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） 
2005 年度以前 1 年次入学者対象科目 情報科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

情報の処理や端末の仕組み，原理について学ぶことでそこからもたらされる危険性についても理解し，安全な活用に留意すべき

点について考える。 

 

授業の内容（Course Contents） 

情報端末の構造やデータの処理および保存方法を学ぶことで，ハードウェアとしてのコンピュータの構造がもたらす脆弱性や問

題点がなぜ生じるのかを考察する。 

また，携帯性など利便性の向上や使用環境によってもたらされた問題点，発生する障害に関する近年の傾向についても説明した

上で，留意点と利用範囲について判断するためのポイントを理解する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. セキュリティ指標とコンピュータの構成要素 

2. 演算制御装置の仕組みと脆弱性 

3. 主記憶装置の役割とデータ処理 

4. 補助記憶装置１・ハードディスクの仕組みと媒体の利点及び問題点 

5. 補助記憶装置２・フラッシュメモリの仕組みと媒体の利点及び問題点 

6. 補助記憶装置３．光ディスクの仕組みと媒体の利点及び問題点 

7. 補助記憶装置まとめ・保存媒体の特徴に由来する故障と環境の影響 

8. OSのファイルシステムとファイル管理 

9. ファイルの削除と情報漏洩，ファイルの消去 

10. ファイル復元方法と媒体の廃棄 

11. 装置の認証１・生体とパスワード利用の利点と問題点 

12. 装置の認証２・暗号の種類と特徴 

13. セキュリティ対応が生むリスク 

14. 携帯端末の脅威と対策 

 

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

事前に資料を配布するので目を通し，日常生活で生じる情報機器のトラブルの経験をふまえつつ疑問点を整理しておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特に指定しない。適宜プリントを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

特に指定しない。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

板書の講義を中心とするが，随時視覚教材も用いる。 

 

注意事項（Notice） 
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■FH813 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

情報科学２                       新座 

(Information Science 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
インターネット脆弱性につながる仕組みとウェブサイト履歴の個人情報化 

担当者名 

（Instructor） 
古賀 ひろみ(KOGA HIROMI) 

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） 
2005 年度以前 1 年次入学者対象科目 情報科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

情報の基本概念、通信における情報とその処理、情報システム、情報と社会との関わりなどについて学ぶ。 

 

授業の内容（Course Contents） 

インターネットは「善意のシステム」であり，それ故に悪意のある攻撃に弱いという特徴を持つ。また近年ではインターネットを介し

た情報収集と利用が利用者に利便性をもたらす一方でプライバシーの問題などが取り沙汰される。 

そこで以下の 2 点を取り上げることでことで，インターネットに関する諸問題が何に由来しているのか，また安全に利用するため

に留意すべき点は何かを選択し判断するためのポイントを理解する。 

（１）サイト側の「ウェブサイトへのアクセス情報」の利用 

ネットワークとは利用者と情報提供者双方によるデータ送受信であり，通信自体に，また利便性を図るために利用者側の情報も

必要であることを理解した上で，情報がどのように収集・利用されているのか，それらがもたらす問題点についても考える。 

（２）インターネットの仕組みと攻撃 

インターネットの仕組みや通信手順の必要性について理解したうえで、そこから生じる問題点とそれを悪用した不正利用や攻撃

の手法について学ぶことで，どうすれば不正利用を防止できるか，防止できない不正利用にどう対処するかについて考察する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. アクセス情報の利用１ 

コンピュータ・ネットワークの目的とサイトに通信される情報 

2. アクセス情報の利用２ 

端末識別に利用される２つのアドレス―MACアドレスと IPアドレス 

3. アクセス情報の利用３ 

アドレスの割り当て方法―サイト側がアドレスで判別可能な情報の範囲 

4. アクセス情報の利用４ 

行動履歴－セッション管理と cookieによるユーザー個人の情報統合と利便性 

5. アクセス情報の利用５ 

情報統合の利用―情報検索の仕組みとパーソナライズ 

6. アクセス情報の利用６ 

サードパーティ cookie と収集範囲の広がり－サイトを超えた情報統合とビッグデータ 

7. アクセス情報の利用７ 

情報統合による情報の個人情報化―個人の識別とプライバシー侵害 

8. インターネットの仕組みと攻撃１ 

インターネット上のデータ形態―パケット通信とベストエフォート 

9. インターネットの仕組みと攻撃２ 

状況に応じたデータ転送―ルーターによる経路決定 

10. インターネットの仕組みと攻撃３ 

データ保証―通信過程でのデータ欠損とエラー対応プロトコル 

11. インターネットの仕組みと攻撃４ 

送信先の指定―ポート番号とドメインネーム 

12. インターネットの仕組みと攻撃５ 

端末への攻撃準備―アドレススキャンとポートスキャン 

13. インターネットの仕組みと攻撃６ 

端末への攻撃―サービス妨害とマルウェア 

14. インターネットの仕組みと攻撃７ 

パケットへの攻撃―盗聴と中間者攻撃 

 

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

事前に資料を配布するので内容を確認し，日常でのインターネット利用経験をふまえて疑問点を整理しておくこと。 
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成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特に指定しない。適宜プリントを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

板書の講義を中心とするが，随時視覚教材も用いる。  

 

注意事項（Notice） 
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■FH901 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

立教生の学び方 

(Study Skills for Stundents at Rikkyo University) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
人生の基本課題を文化人類学から考察する 

担当者名 

（Instructor） 
栗田 和明(KURITA KAZUAKI) 

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） 

2011 年度以前 1 年次入学生対象科目 

定員 30 名 立教生の学び方科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

人生の基礎的な課題を取り上げ、世界の多数の民族や現代社会での変化を見渡す立場から考え直す。 

基礎的な課題とは、生死、幸不幸、家族、社会、平等、差別などである。 

 

授業の内容（Course Contents） 

  とりあげるテーマ案を複数示し、履修者の関心にしたがって複数のグループに分かれ、それぞれ調査した結果を発表する。発

表を素材にして議論を深める。テーマの取り扱い方法は、文化人類学による手法が主体になるが、それ以外の方法も柔軟に利

用する。 

  以下の授業計画で記載するテーマは仮のものである。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション。グループ分け。 

2. 生死について １ 

3. 生死について  ２ 

4. 幸不幸について  １ 

5. 幸不幸について ２ 

6. 平等について  １ 

7. 平等について  ２ 

8. 差別について  １ 

9. 差別について ２ 

10. 家族について  １ 

11. 家族について ２ 

12. ローカルとグローバルについて １ 

13. ローカルとグローバルについて  ２ 

14. まとめと今後の展望 

 

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

それぞれのテーマについて、注目点は担当教員が示す。その注目点および関連事象について独自に調査考察して発表に備える

ことが期待される。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度(60%)/各テーマ終了時に毎回提出のレポート(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FH902 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

立教生の学び方 

(Study Skills for Stundents at Rikkyo University) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
英米の「奇妙な味」の物語を愉しむ 

担当者名 

（Instructor） 
澤入 要仁(SAWAIRI YOJI) 

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） 

2011 年度以前 1 年次入学生対象科目 

定員 30 名 立教生の学び方科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 短編ミステリーのなかには「奇妙な味」と呼ばれる作品群があります。江戸川乱歩に由来するこの呼び方は、日本でのみ流通し

ている呼称ですが、謎解きそのものを目的とせず、むしろ謎が深まって終わることも多い物語のこと。オムニバス TV ドラマ『世に

も奇妙な物語』を思い出してもいい。 

 そこで本科目では、「奇妙な味」の物語と呼ぶべき英米の短編を咀嚼翫味し、そこから人間という生き物や社会という環境につ

いて考えます。さらに、我を忘れて読みふける体験を通して、文学の魅力を再確認します。 

 

授業の内容（Course Contents） 

 受講者をグループに分け、グループの中で毎週の発表者・司会者を決め、全員でディスカッションを行いながら、テキストを読み

進めていく。映画やテレビドラマなどに映像化されている作品は、それらも鑑賞し、テクストとの異同やその効果を発見します。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction 

2. Roald Dahl, "Lamb to the Slaughter" 1 

3. Roald Dahl, "Lamb to the Slaughter" 2 

4. Roald Dahl, "Lamb to the Slaughter" 3 

5. Roald Dahl, "Lamb to the Slaughter" 4 

6. Roald Dahl, "Lamb to the Slaughter" 5 

7. Saki, "The Open Window" 

8. John Cheever, "The Swimmer" 1 

9. John Cheever, "The Swimmer" 2 

10. John Cheever, "The Swimmer" 3 

11. John Cheever, "The Swimmer" 4 

12. John Cheever, "The Swimmer" 5 

13. John Cheever, "The Swimmer" 6 

14. Recapitulation 

 

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

毎回、指定された範囲のテキストを読んでおくこと。その他の準備学習の指示は、履修登録完了後にオンラインでおこないます。  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表・応答・司会(60%)/レポート(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

プリントを配付します。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FH903 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

立教生の学び方 

(Study Skills for Stundents at Rikkyo University) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
生命倫理を考える 

担当者名 

（Instructor） 
梅澤 弓子(UMEZAWA YUMIKO) 

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） 

2011 年度以前 1 年次入学生対象科目 

定員 30 名 立教生の学び方科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「いのち」をめぐって提起されている倫理的問題をとりあげ，その実状を把握するとともに、人間の尊厳」を考究する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

今日わたしたちが直面している「いのち」をめぐる倫理的諸問題の中からいくつかをとりあげ、検討を加えながら「人間の尊厳」を

尋ねる。具体的には、参加者の関心に応じていくつかのグループをつくり、それぞれのテーマのもとに研究発表と発題を行って、

その後全体で討議を重ねる予定。テーマとしては、「精子・卵子提供」・「代理母」・「出生前診断」・「死刑」・「脳死」・「臓器移植」等

が考えられる。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション  

2. 「いのち」をめぐる課題から 

3. テーマ選択。グループ分け。 

4. 発表準備研究 1 

5. 発表準備研究 2 

6. 発表準備研究 3 

7. グループ発表 1 と討議 

8. グループ発表 2 と討議 

9. グループ発表 3 と討議 

10. 中間まとめ:問題整理 

11. グループ発表 4 と討議 

12. グルーブ発表 5 と討議 

13. 全体討議 

14. 全体討議とふりかえり レポート提出 

 

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

主体的な発表準備と討議への積極的な参加を期待する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(20%)/研究発表・発題(50%)/討議への参加(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

各参加者が自身のテーマに応じた参考文献を選出し，他の学生に紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FH904 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

立教生の学び方 

(Study Skills for Stundents at Rikkyo University) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
グローバル時代の経済論争 

担当者名 

（Instructor） 
関 智一(SEKI TOMOKAZU) 

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） 

2011 年度以前 1 年次入学生対象科目 

定員 30 名 立教生の学び方科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

本ゼミナールの目標は，経済学的視点をベースとして，グローバル時代の経済問題を取り上げ，メンバー間での議論を通じ，最

終的に学生一人ひとりが独自の見解を持つに至ること，である。 

 

授業の内容（Course Contents） 

まずは，世界各国で実際に発生している経済問題を題材に，チームごとに資料収集しプレゼンテーションを行ってもらう。つづい

て，肯定派・固定派に分かれディスカッションを行い，問題の深層とその多面性について理解を深める。これらの作業を通じて，経

済学的視点による批判分析能力の醸成を目指したい。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 経済学視点とは何か 

3. 米国発経済論争・ミッキーマウス保護法とは何か 

4. 肯定派・否定派によるプレゼンテーションとディスカッション 

5. シンガポール発経済論争・頭脳立国政策の功罪 

6. 肯定派・否定派によるプレゼンテーションとディスカッション 

7. 中間まとめ 

8. 日本発経済論争・青色発光ダイオード特許事件が問うもの 

9. 肯定派・否定派によるプレゼンテーションとディスカッション 

10. バングラデシュ発経済論争・マイクロクレジットと BOPビジネス 

11. 肯定派・否定派によるプレゼンテーションとディスカッション 

12. ロシア発経済論争・国家資本主義の台頭 

13. 肯定派・否定派によるプレゼンテーションとディスカッション 

14. 全体まとめ 

 

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

準備学習の指示は履修登録完了後に Blackboard上にて履修者に対して行う。各自確認して予習すること。また，資料収集の方

法やプレゼン資料の作成方法，そしてディベートのやり方については，授業時に詳しく解説し指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業態度(40%)/プレゼンテーション(30%)/ディスカッション(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業の中で必要に応じて指示する。 

 

参考文献（Readings） 

授業の中で必要に応じて指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FH905 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

立教生の学び方 

(Study Skills for Stundents at Rikkyo University) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
若者論を読む 

担当者名 

（Instructor） 
井川 充雄(IKAWA MITSUO) 

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） 

2011 年度以前 1 年次入学生対象科目 

定員 30 名 立教生の学び方科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「若者論」の話題となった２冊の本を精読することで，今日の「若者論」の源流を理解するとともに，履修者同士の議論により，今

日の状況への理解を深める。これにより，専門的な本を読む，発表を行う，討論を行う，といった学問の基本的な方法を習得する

ことを目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

いつの時代においても，若者論は盛んであるが，今日，その傾向は強まっていると言える。これは，社会の不安定化が進む中で

生じるさまざまな社会問題が「若者」の問題とされ，いわゆる「若者バッシング」が繰り返されていることの反映であると言えよう。

そこで，この授業では，今や日本における若者論の古典とも言える２冊（土井隆義『友だち地獄 : 「空気を読む」世代のサバイバ

ル』2008 年，古市憲寿『絶望の国の幸福な若者たち』原著は 2011 年）をじっくり読むとともに，他者との討論により，理解を深めて

いく。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 『友だち地獄 : 「空気を読む」世代のサバイバル』（１） 

3. 『友だち地獄 : 「空気を読む」世代のサバイバル』（２） 

4. 『友だち地獄 : 「空気を読む」世代のサバイバル』（３） 

5. 『友だち地獄 : 「空気を読む」世代のサバイバル』（４） 

6. 『友だち地獄 : 「空気を読む」世代のサバイバル』（５） 

7. 『絶望の国の幸福な若者たち』（１） 

8. 『絶望の国の幸福な若者たち』（２） 

9. 『絶望の国の幸福な若者たち』（３） 

10. 『絶望の国の幸福な若者たち』（４） 

11. 『絶望の国の幸福な若者たち』（５） 

12. 『絶望の国の幸福な若者たち』（６） 

13. まとめ（１） 

14. まとめ（２） 

 

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

履修者は，指定したテキストはもちろん，授業時間外に関連する文献を読むことによって，より多角的に理解を深めることが必要

である。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/授業内での発表・討論の発言等(60%) 

なお，3/4 以上の出席をしていない場合は，成績評価の対象としない。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 土井隆義、2008、『友だち地獄―「空気を読む」世代のサバイバル』、筑摩書房 (ISBN:978-4480064165) 

2. 古市憲寿、2015、『絶望の国の幸福な若者たち』、講談社 (ISBN:978-4062816120) 

 

参考文献（Readings） 

参考文献については，授業内で説明する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

本授業は少人数の演習形式である。狭義の専門にとらわれず，しっかりと文献を読み，それを発表したり，討論する能力を養おう

とするものである。したがって，授業内での発表や討論に際して，積極的に発言することが期待される。 

 

注意事項（Notice） 
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■FH906 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

立教生の学び方 

(Study Skills for Stundents at Rikkyo University) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
これからの「社会」の話をしよう 

担当者名 

（Instructor） 
安藤 裕介(ANDO YUSUKE) 

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） 

2011 年度以前 1 年次入学生対象科目 

定員 30 名 立教生の学び方科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

学部や専門領域にとらわれない幅広い視野から、社会のさまざまな側面や問題に焦点をあて、参加者全員で議論する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

この授業では基本的にチームを組んで様々な視点から社会への理解を深めてもらう。報告担当にあたったチームはテキストの該

当箇所を簡潔にまとめるとともに、図書館データベースを利用して関連する資料（新聞や雑誌等の記事、各種統計データ）を見つ

け、みんなで議論すべき「問い」を提供してもらう。そこから参加者全員で問題意識を共有し、ボトムアップ式に議論の輪を広げて

いく。報告担当のチームには、毎回与えられるテーマに沿って（各回のテーマはテキストの章立て①～⑫に対応）、自由な発想と

事前の準備で議論を盛り上げる役割が期待される。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 図書館リサーチガイダンス（データベース利用の基本と応用） 

3. テーマ① GDP 

4. テーマ② 勤労 

5. テーマ③ 時代 

6. テーマ④ 多数決 

7. テーマ⑤ 運動 

8. テーマ⑥ 私 

9. テーマ⑦ 公正 

10. テーマ⑧ 信頼 

11. テーマ⑨ ニーズ 

12. テーマ⑩ 歴史認識 

13. テーマ⑪ 公 

14. テーマ⑫ 希望 

 

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

報告担当のチームは、各回のテーマ（テキストの各章①～⑫）を任意の視角から膨らませ、みんなで議論すべき「問い」を準備し

てくること。その際、図書館データベースを利用して、具体的な事件や事象の記事、統計資料等を調べてくること。報告を準備する

上で分からない点や不安な点は、担当教員や図書館ラーニング・アドバイザーに相談すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

報告プレゼンテーション(30%)/議論への参加・貢献(40%)/リアクション・ペーパー(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 井出英策・宇野重規・坂井豊貴・松沢裕作、2017 年、『大人のための社会科』、有斐閣 (ISBN:4641149208) 

 

参考文献（Readings） 

1. 井出英策・松沢裕作、2016 年、『分断社会・日本』（岩波ブックレット）、岩波書店 

2. 本田由紀、2014 年、『社会を結びなおす』（岩波ブックレット）、岩波書店 

3. 新藤宗幸、2016 年、『「主権者教育」を問う』（岩波ブックレット）、岩波書店 

4. 中野晃一ほか、2013 年、『いまこそ民主主義の再生を！』（岩波ブックレット）、岩波書店 

5. 内田雅敏、2015 年、『和解は可能か』（岩波ブックレット）、岩波書店 

6. 牛久保秀樹ほか、2014 年、『日本の労働を世界に問う』（岩波ブックレット）、岩波書店 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■FH907 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

立教生の学び方 

(Study Skills for Stundents at Rikkyo University) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
簿記・財務諸表の基礎 

担当者名 

（Instructor） 
松井 泰則(MATSUI YASUNORI) 

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） 

2011 年度以前 1 年次入学生対象科目 

定員 30 名 立教生の学び方科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

簿記ならびに財務諸表について正しく理解することができる。第一に簿記の基本的仕組みを理解すること。第二に作成された財

務諸表を正しく読み取ることができるようになること。第三に今日における会計の役割を皆で議論することで会計に対する理解を

深めたい。 

 

授業の内容（Course Contents） 

本講義は大きく以下の前半と後半に分けて行う。 

前半は、複式簿記をマスターするための練習問題を中心に行う学習。後半は財務諸表に関する基本的で重要な財務諸表ならび

に会計基準の解説および今日における会計の役割について幅広く皆で議論したい。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

 （企業経営における会計の役割とその重要性） 

2. 決算の意義 

 （貸借対照表と損益計算書について） 

3. 仕訳１：取引記録としての仕訳 

 （勘定科目の性質と借方・貸方処理） 

4. 仕訳２：商品取引 

 （現金取引、売掛金と買掛金など掛取引） 

5. 仕訳と元帳転記 

 （仕訳の復習、元帳転記の意義） 

6. 合計残高試算表の作成おとび 6 桁精算表の作成 

 （合計試算表、残高試算表、合計残高試算表、当期純利益など） 

7. 決算修正事項（その１） 

 （売上原価の計算、貸倒計算など） 

8. 決算修正事項（その２） 

 （減価償却費、経過勘定項目など） 

9. 8 桁精算表の作成と財務諸表の基礎 

 （固定性配列法、売上総利益・営業利益・経常利益など） 

10. 資産に関連する会計基準の解説 

 （特に棚卸資産と固定資産の減価償却について） 

11. 負債・資本・収益・費用に関連する会計基準の解説 

 （特に資本市場の仕組みについて） 

12. 財務諸表の構造と基本的な分析手法 

 （基礎的な財務諸表分析を学習し、その意義を理解する） 

13. 実際に企業の財務諸表を分析してみよう 

 （会社のホームページと財務情報） 

14.  総 括 

 

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

予習以上に復習に重点を置いて、毎回の授業を確実にマスターしていくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席および授業に取り組む姿勢(30%)/小テスト(30%)/最終テスト(Final Test)(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 
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参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FH908 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

立教生の学び方 

(Study Skills for Stundents at Rikkyo University) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
戦争・メディア・大衆文化 

担当者名 

（Instructor） 
松岡 昌和(MATSUOKA MASAKAZU) 

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） 

2011 年度以前 1 年次入学生対象科目 

定員 30 名 立教生の学び方科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

本科目では、第二次世界大戦中の日本の植民地・占領地におけるメディア利用を題材としながら、「戦争、メディア、大衆文化」と

いう、現代なお世界各地に見られる複合的問題について理解を深めることを目指す。 

 

授業の内容（Course Contents） 

本科目では、まず第二次世界大戦当時の歴史的状況と日本占領下東南アジアにおけるメディア文化政策の事例についての担

当者が講義を行う。その上でグループごとに当時の雑誌記事・軍政関係資料・関係者の手記などの文字資料、音楽・マンガ・映

画など非文字資料を読解し、受講者とともに討論する。さらに、メディア文化政策研究の実例として 4 人のゲストを招き、戦争・メ

ディア・大衆文化についての様々な視点を学んでいきたい。最終的に、各自の関心に従って戦争とメディアに関してレポートを作

成する。扱う資料については、受講者の関心も踏まえて選んでいく。また、スケジュールはゲストの都合で変更することがある。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 講義と討論：戦時メディア論 

3. 講義と討論：日本占領下東南アジアのメディアと文化 

4. 資料に関するグループ発表：日本人の占領体験 

5. 資料に関するグループ発表：メディア政策 

6. 資料に関するグループ発表：音楽 

7. 資料に関するグループ発表：映画 

8. 資料に関するグループ発表：図像資料(1)マンガ 

9. 資料に関するグループ発表：図像資料(2)美術 

10. ゲストによる事例研究の紹介と討論 1：映画(1) 

11. ゲストによる事例研究の紹介と討論 2：映画(2) 

12. ゲストによる事例研究の紹介と討論 3：音楽 

13. ゲストによる事例研究の紹介と討論 4：図像資料 

14. まとめ 

 

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

数人ずつ担当を決めて発表してもらうので、その準備を行ってもらう。また、その他の必要な課題は授業時に指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/討論への参加(20%)/グループによる発表(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

文献および資料については授業時に配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 佐藤卓己、1998、『現代メディア史』、岩波書店 (ISBN:978-4000260152) 

2. 中野聡、2012、『東南アジア占領と日本人――帝国・日本の解体』、岩波書店 (ISBN:978-4000283755) 

3. バラク・クシュナー、2016、『思想戦――大日本帝国のプロパガンダ』、明石書店 (ISBN:978-4750344362) 

その他、個別のトピックに関する参考文献は授業時に指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

演習科目ゆえ、担当教員やゲストによる講義の際も討論に多くの時間を割く。討論への積極的な参加を求める。 

 

注意事項（Notice） 
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■FH909 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

立教生の学び方 

(Study Skills for Stundents at Rikkyo University) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
韓国・朝鮮研究へのアプローチ 

担当者名 

（Instructor） 
石坂 浩一(ISHIZAKA KOICHI) 

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） 

2011 年度以前 1 年次入学生対象科目 

定員 30 名 立教生の学び方科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

朝鮮語を母語とせず、立教大学で朝鮮語を初修言語として選択した学生、または入学前から学習して現在まで学び続けている学

生を基本的対象とする。朝鮮語をより実践的に使いこなせるようにすることで、学部における専門教育や卒論研究を支援し、また

所属学部で演習に参加していない学生が自分の関心を深めていけるよう支援することを目指す。 

 

授業の内容（Course Contents） 

南北朝鮮に関する基礎知識を身に着けられるよう学習を促すとともに、朝鮮語の資料、データにアクセスする方法、現在の研究

状況とその争点などについて、深く的確に認識できるように学習していく。初年度として「朝鮮半島の現代文化」をテーマとするこ

とを予定しているが、単に表層を扱うだけでなく政治・経済・歴史的な背景、産業的・国際的側面などを視野に入れつつ各自の専

攻を生かして、大学での朝鮮語についての学びをより意味のあるものにできるよう授業を展開したい。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 参加者の関心分野に基づくグループ構成と授業の進め方についての議論 

2. 朝鮮半島を知るための基礎知識 

3. 利用したい資料。データへのアクセス方法について 

4. 課題設定の仕方とデータを読む練習 

5. 報告と討論１ 

6. 報告と討論２ 

7. 報告と討論３ 

8. 報告と討論４ 

9. 韓国社会を考える事例 ゲストスピーカー 

10. 報告と討論５ 

11. 報告と討論６ 

12. 報告と討論７ 

13. 報告と討論８ 

14. まとめ 

 

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

グループごとにしっかりと資料収集と報告準備を行い充実した討論を導き出すよう期待したい。また、韓国留学や短期研修の経

験がある者はそれを積極的に生かして問題意識を高めていってほしい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(30%)/授業・討論への参加度(40%)/報告発表への参加度(30%) 

最終レポートは報告と討論を発展させた、学習のまとめに相当するものである。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 石坂浩一・福島みのり編著、２０１４、『現代韓国を知るための６０章第２版』、明石書店 

 

参考文献（Readings） 

1. 和田春樹・石坂浩一編、２００２、『岩波小辞典 現代韓国・朝鮮』、岩波書店 

2. 伊藤亜人ほか監修、２０１４、『新版 韓国・朝鮮を知る事典』、平凡社 

3. 石坂浩一編著、２００６、『北朝鮮を知るための５１章』、明石書店 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FH910 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

立教生の学び方 

(Study Skills for Stundents at Rikkyo University) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
日本・台湾・中国をとりまく諸問題 

担当者名 

（Instructor） 
門間 理良(MOMMA RIRA) 

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） 

2011 年度以前 1 年次入学生対象科目 

定員 30 名 立教生の学び方科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

東アジアに存在する諸問題に関する理解を深め、受講者が授業で得られた知見を利用して、日本・台湾・中国の政治や軍事、日

中台関係の分析を的確に行うことができるような基礎を形成することを到達目標としている。 

 

授業の内容（Course Contents） 

東アジアにおいて政治・経済・軍事の面で大きな力を有している日本・台湾・中国の間を取り巻く諸問題（歴史認識、日台中関係、

中国の軍事力強化、南シナ海、尖閣諸島、沖縄、朝鮮半島、アメリカの動向など）を取り上げて解説し、質疑応答と討論を行う。台

湾関連の論述に比較的時間を割いた内容となっており、通常の「中国論」とは異なるアプローチをとる。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 台湾とはなにか 

台湾が置かれた国際的立場、気候風土、言語、宗教などを概観する。 

2. 台湾と日本 

日本の植民統治時代（1895-1945）から、現代の日台関係を論じる。 

3. 台湾と中国 

中台関係史を概観するとともに、現代の中台関係を論じる。 

4. 南シナ海問題 

多数のアクターが揃い、利害関係が錯綜している南シナ海問題について論じる。 

5. 尖閣諸島と南西諸島防衛 

尖閣諸島の歴史、主権に関する中台独自の主張、日本の立場、防衛上の意味などを論じる。 

6. 沖縄をめぐる安全保障問題 

沖縄の辿った歴史、安全保障上の位置づけ、中国・台湾との関係などを論じる。 

7. 台湾とアメリカ 

現在の台湾の地位と東アジアの安定に欠かせないアメリカの果たす役割について論じる。 

8. 現代の台湾政治【１】 

李登輝時代（1988-2000 年）、陳水扁時代（2000-2008 年）の台湾政治を論じる。 

9. 現代の台湾政治【２】 

馬英九時代（2008-2016 年）が進めた対中融和政策の実態と影響を論じる。 

10. 台湾アイデンティティの上昇と蔡英文政権下の中台関係 

３度目の政権交代の原動力となった台湾アイデンティティの上昇と中台関係の趨勢を論じる。 

11. 現代の中国政治 

2017 年 10 月に開かれた中国共産党第１９回大会と 18 年３月に開催された全国人民代表大会を踏まえて、習近平政権の

政治を論じる。 

12. 中国の進める軍事改革 

習近平政権の下で進められる軍事改革がアジアの安全保障に及ぼす影響を論じる。 

13. 台湾の軍事力 

中国の強大な軍事力に対抗する台湾の軍事力の内実と軍事戦略を論じる。 

14. まとめ 

日本・台湾・中国・アメリカ関係の将来 

 

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

講義の理解と良いレポートの執筆のために講義の中で下記に記した以外の参考文献を紹介するが、それらを積極的に読破する

ことを希望する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/出席兼コメントペーパーの内容(30%)/中間レポート（1 回）(30%) 

レポートに剽窃（無断引用）箇所が確認された場合、単位は付与しない。 
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テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 防衛研究所、2015、『中国安全保障レポート 2014』、防衛研究所 (ISBN:9784864820264) 

2. 防衛研究所、2016、『中国安全保障レポート 2016』、防衛研究所 (ISBN:9784864820394) 

3. 防衛研究所、2017、『中国安全保障レポート 2017』、防衛研究所 

4. 財団法人霞山会、月刊誌、『東亜』、霞山会 

5. 安田淳／門間理良、2016、『台湾をめぐる安全保障』、慶應義塾大学出版会 (ISBN:9784766423167) 

6. 川島真他、2009、『日台関係史 1945-2008』、東京大学出版会 (ISBN:9784130322119) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

『中国安全保障レポート』は防衛省防衛研究所ウェブサイトからダウンロード可能。日本語版の他に中国語・英語版がある。 

 

注意事項（Notice） 
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■FH911 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

立教生の学び方 

(Study Skills for Stundents at Rikkyo University) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
文学と思想を読むために 

担当者名 

（Instructor） 
桑瀬 章二郎(KUWASE SHOJIRO) 

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） 

2011 年度以前 1 年次入学生対象科目 

定員 30 名 立教生の学び方科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

フランス文学・思想の「古典」を中心に、短篇あるいは作品の抜粋を読み、文学・思想への接し方を学びます。（なお、下の「授業

計画」を見ればわかるように、この授業は、文学科フランス文学専修の「入門演習」の授業内容と重複する箇所があるので、同専

修学生の受講はおすすめしません。またあくまで１年次の学生を念頭に授業を展開します。） 

 

授業の内容（Course Contents） 

作品を「読む」とは何か。何を読めばよいのか。どう読むことが可能なのか。このスマホ時代―粉々に砕かれた、「結論」ありきの

「わかりやすい」文章ばかりが「拡散」するこの恐ろしい時代―いっけん「難解な」「古典」といわれる作品を読むことに挑戦し、「考

えるな」と（暗に？）命じるこの世界を生き抜く力をつけることを目指します。扱うテクストは、１６世紀から２０世紀までのフランス・ヨ

ーロッパ文学、芸術や思想と多種多様です。有名な作家、作品ばかりを選んでいます（モンテーニュ、ルソー、フーコー、マネ、ゴ

ッホなど）。（繰り返しになりますが、以下の「授業計画」の通り、この授業は、文学科フランス文学専修の「入門演習」の授業内容

と重複する箇所があるので、同専修学生の受講はおすすめしません。またあくまで１年次の学生を念頭に授業を展開します。） 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入（授業計画と方針の確認） 

2. 恋愛についての断章を読む 

3. モンテーニュを読む 

4. ラファイエット夫人を読む 

5. ルソーを読む 

6. ヴォルテールを読む 

7. ボードレールを読む 

8. マネについて考える 

9. ゴッホの手紙を読む 

10. カミュを読む 

11. フーコーを読む 

12. チョムスキーを読む 

13. ピケティを読む 

14. 小テスト 

 

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

毎回数十ページの丁寧な読書が必要です。時間を確保して、指定された作品をかならず三度読み、準備しておくこと。毎回「問

い」を出すので、その「問い」について考えてくること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業参加とコメントカード(40%)/口頭発表(20%)/ミニレポート(20%)/最終テスト(Final Test)(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

コピーを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

初回の授業や Blackboard上で指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 



 - 924 - 

■FH912 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

立教生の学び方 

(Study Skills for Stundents at Rikkyo University) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
身体と建築/空間 

担当者名 

（Instructor） 
大山 載吉(OHYAMA NORIYOSHI) 

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） 

2011 年度以前 1 年次入学生対象科目 

定員 30 名 立教生の学び方科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

様々な建築を観ることで、身体と空間の力動的関係を具体的に捉えられるようにする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

人間による身体（知覚や感覚）を手がかりに東西の様々な建築作品を鑑賞することで、身体と空間、身体と環境の相互的な影響

を考えてみたいと思います。講義は、作品鑑賞と受講者による感想や批評、講師による解説で構成されます。まずは、手始めに

ル・コルビュジエの作品を取り上げる予定です。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 作品鑑賞（1） 

3. 作品鑑賞（2） 

4. 解説（1） 

5. 作品鑑賞（3） 

6. 作品鑑賞（4） 

7. 解説（2） 

8. 作品鑑賞（５） 

9. 作品鑑賞（6） 

10. 解説（3） 

11. 作品鑑賞（7） 

12. 作品鑑賞（8） 

13. 解説(4） 

14. まとめ 

 

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

配布したプリントをよく読むこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/リアクションペーパー(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

プリントを配布します。 

 

参考文献（Readings） 

必要に応じて、適宜配布します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 925 - 

■FH913 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

立教生の学び方 

(Study Skills for Stundents at Rikkyo University) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 

笑いとその倫理的諸問題 

2018 年 8 月 9 日更新（担当者変更） 

【変更前】社会学的観点から考察する芸術（主に演劇、パフォーマンス・アート）について 

担当者名 

（Instructor） 

菊池 慶子(KIKUCHI KEIKO) 

2018 年 8 月 9 日更新（担当者変更） 

【変更前】岩城 京子(IWAKI KYOKO) 

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） 

2011 年度以前 1 年次入学生対象科目 

定員 30 名 立教生の学び方科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

本科目は、笑いをめぐる様々な理論や言説、および文学や映画を手掛かりに、私たちが日常的に行っている「笑う」という行為

を、特に倫理的な観点から捉え直すことを目標とします。 

2018 年 8 月 9 日更新（担当者変更のため） 

【変更前】 

この科目では、社会学、言語学、哲学、美学など、多分野にわたる理論を学ぶことで、芸術作品（主に演劇とパフォーマンス）をみ

ずからの言葉で、分析・考察・批評できるようになることを目標にする。つまり「美しい」「すごい」と言った一般的所感を細分化し、

理論的・批評的に芸術作品を考察できる批評眼・理論体系・意見方法を身につける。 

 

授業の内容（Course Contents） 

Simon Critchley, On Humour (2002) の議論を手掛かりに、「人間にとって笑いとはなにか」ということについて、人間の条件、身体

性、文化・民族性、ブラックユーモア、精神分析などのテーマを通じて考察します。授業ではまず、各回のテーマに関するテキスト

の抜粋（大体 2～4 ページ分）の内容の確認と補足説明を行います。その上で関連する作品を鑑賞し、講師も含む全員でディスカ

ッションを行います。最後の二回の授業では、最終レポートで扱うテーマについて各受講生にプレゼンテーションをしてもらいま

す。 

2018 年 8 月 9 日更新（担当者変更のため） 

【変更前】 

「誰が芸術作品の作者か」「芸術は何語を話すのか」「都市に祝祭は必要か」「観劇客と観光客の違いはなにか」など、毎週具体

的なテーマを設け、その議題を掘り下げるために必要な参考文献を読み解いていく。特にピエール・ブルデュー、ミハイル・バフチ

ン、ベルトルト・ブレヒト、寺山修司の理論などを採用する。紹介する諸理論は相互に関連性があり、授業が進むごとに、より複眼

的な視座で作品を考察できるよう構成されている。また具体的にどのように理論を芸術作品に応用するかを解説すべく、日本、ド

イツ、フランス、イギリス、米国などの現代芸術作品（演劇、美術等）を画像・映像と共に紹介する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業概要の説明 

2018 年 8 月 9 日更新（担当者変更のため） 

【変更前】 

授業内容の概要紹介（蓄積的アプローチ、相互参照の方法） 

2. 笑いは人間的か？：人間と動物を区別するもの 

2018 年 8 月 9 日更新（担当者変更のため） 

【変更前】 

「誰が芸術作品の作者か」  ピエール・ブルデューと「嗜好性」「作家性」 

3. 動物の視点と風刺  

2018 年 8 月 9 日更新（担当者変更のため） 

【変更前】 

「芸術はどこで生まれるのか」ミハイル・バフチンと「対話的想像力 」 

4. 身体であること、身体を持つこと：笑いと心身二元論 

2018 年 8 月 9 日更新（担当者変更のため） 

【変更前】 

「見えるものと見えないもの」バフチン、アルトー、カステルッチと「多層言語」 

5. 笑いの主体／対象としての身体 

2018 年 8 月 9 日更新（担当者変更のため） 

【変更前】 

「祭礼と演劇の違いはなにか」ヴィクター・ターナーと「パフォーマンス」 

6. 機械としての人間：ベルクソン『笑い』 

2018 年 8 月 9 日更新（担当者変更のため） 

【変更前】 
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「都市に祝祭は必要か」ミハイル・バフチン、寺山修司、平田オリザと「祝祭」 

7. 人間としての人間 

2018 年 8 月 9 日更新（担当者変更のため） 

【変更前】 

「政治芸術とアクティビズムの違いは何か」ベルトルト・ブレヒトと政治 

8. 「ユーモアのセンス」と文化的特性 

2018 年 8 月 9 日更新（担当者変更のため） 

【変更前】 

中間レポート執筆に向けての質疑応答（課題抽出、参考文献、引用方法等） 

9. 笑いの冷酷さ 

2018 年 8 月 9 日更新（担当者変更のため） 

【変更前】 

中間レポート提出と質疑応答（最終レポートへの批評的発展方法、補助文献の提案など） 

10. 自分を笑うこと：フロイト『機知』 

2018 年 8 月 9 日更新（担当者変更のため） 

【変更前】 

「芸術作品に性別はあるか」ジュディス・バトラーと「パフォーマンス」 

11. 純粋な笑い：ベケット『ワット』 

2018 年 8 月 9 日更新（担当者変更のため） 

【変更前】 

誰が芸術の価値を決めるのか」１ エドワード・サイード、蜷川幸雄と「オリエンタリズム」 

12. 発表およびレポート執筆に向けての質疑応答（テーマ決め、発表の方法、参考文献、引用の仕方など） 

2018 年 8 月 9 日更新（担当者変更のため） 

【変更前】 

「誰が芸術の価値を決めるのか」２ ホミ・バーバ、モーリス・ベジャールと「インターカルチュラリズム」 

13. 受講生による発表と相互批評 

2018 年 8 月 9 日更新（担当者変更のため） 

【変更前】 

「観劇客と観光客の違いはなにか」ブレヒトと高山明のポストドラマ演劇 

14. 受講生による発表と相互批評 

2018 年 8 月 9 日更新（担当者変更のため） 

【変更前】 

講義まとめ、最終レポート執筆に向けての質疑応答 

 

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

事前に配布するテキストの抜粋に目を通し、分からない個所があればチェックしてきてください。最後の二回の授業は受講生の発

表に充てますので、準備をしてきてください。 

2018 年 8 月 9 日更新（担当者変更のため） 

【変更前】 

授業までに、テキストの指定箇所（本一冊を読む必要はない）に必ず目を通してくること（テキスト指定されていない書籍に関して

は、コピーを前週の授業で配付する）。その際、不明瞭な用語・概念・言い回しなど分からない箇所を留意し、授業中の質問として

用意してくること。また生徒は数人ごとのグループに分かれ、全１４週のなかで一度、１５分のプレゼンテーションをすることが求め

られる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート(40%)/発表(20%)/授業への参加度(40%) 

3/4 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。2018年 8月 9 日更新（担当者変更のため）【変更前】最終レ

ポート(Final Report)(40%) 、中間レポート(20%) 、プレゼンテーション(15%) 、授業への参加度(15%) 、授業内で指示した提出物

(10%)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ない。１０分以上の遅刻×３回で、１回分の欠席とみなす。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Simom Critchley. 2002. On Humour. Routledge (ISBN:9780415251211) 

※授業では上記テキストからの抜粋を配布します。 

2018 年 8 月 9 日更新（担当者変更のため） 

【変更前】 

1.ピエール・ブルデュー  『ディスタンクシオン<1> -社会的判断力批判』   藤原書店  1990  4938661055  

2. ミハイル・バフチン  『小説の言葉』   平凡社  1996  4582761534  

3. ヴィクター・ターナー  『儀礼の過程』   新思索社  1996  4783511810  

4. ベルトルト・ブレヒト  『ブレヒトの政治・社会論』   河出書房新社  2006  4309706312  

5. エドワード・サイード  『オリエンタリズム〈上〉』   平凡社  1993  4582760112  

その他(Others) 

ジュディス・バトラー『ジェンダー・トラブル―フェミニズムとアイデンティティの攪乱』青土社、1999、ISBN-10: 4791757033 
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参考文献（Readings） 

※参考文献については授業の中で適宜指示します。 

2018 年 8 月 9 日更新（担当者変更のため） 

【変更前】 

1. 平田オリザ  『平田オリザの仕事〈2〉都市に祝祭はいらない』   晩聲社  1997  4891882727  

2. アントナン・アルトー  『演劇とその分身』   白水社  2015  560084424  

3. 寺山修司  『迷路と死海ーわが演劇』   白水社  1993  4560032548  

4. ホミ・バーバ  『文化の場所―ポストコロニアリズムの位相 』   法政大学出版局  2012 

 4588099590  

5. リチャード シェクナー   『パフォーマンス研究―演劇と文化人類学の出会うところ』   人文書院  1998 

 4409100092 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FH914 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

立教生の学び方 

(Study Skills for Stundents at Rikkyo University) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 

映画『ガイアシンフォニー』と『星野道夫』を参考に、人間の生き方について、そして未来

の自然環境について考えてみよう 

担当者名 

（Instructor） 
濁川 孝志(NIGORIKAWA 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） 

2011 年度以前 1 年次入学生対象科目 

定員 30 名 立教生の学び方科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 自然環境問題は、現代社会において解決されるべき最重要課題の一つに違いない。本講座では自然環境と人間との関わりに

ついて、映画『ガイアシンフォニー』と『星野道夫』を参考に、議論する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

映画『ガイアシンフォニー』とは、ガイア理論、すなわち地球は一つの生命体であるとする考え方をベースに作成されたドキュメン

タリー映画である。美しい映像と音楽、珠玉のことばの数々によって織り成されるこの作品は、環境問題や人間の精神性に深い

関心を寄せる人たちのバイブル的存在となっている。また、『星野道夫』の写真や文章も、環境問題や人の精神性を考えるうえ

で、とても重要な示唆を与えてくれる。本授業では、この２つを題材として、”より良い生き方とは何か”をテーマに、”自然環境と人

間の在り方”、”人の生き方の多様性”などの観点から議論する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業全体のオリエンテーションと、議論の方向性の確認。自己紹介。 

2. コミュニケーションゲームとディスカッション。 

3. 講義：星野道夫の生き方に学ぶ（『ガイアシンフォニー第３番』を含む） 

4. 講義：星野道夫の生き方に学ぶ（『ガイアシンフォニー第３番』を含む） 

5. 講義：星野道夫の生き方に学ぶ（『ガイアシンフォニー第３番』を含む） 

6. 講義：星野道夫の生き方に学ぶ（『ガイアシンフォニー第３番』を含む） 

7. 映画『ガイアシンフォニー』の一部を観賞しての議論 

8. 映画『ガイアシンフォニー』の一部を観賞しての議論 

9. 映画『ガイアシンフォニー』の一部を観賞しての議論 

10. 映画『ガイアシンフォニー』の一部を観賞しての議論 

11. 映画『ガイアシンフォニー』の一部を観賞しての議論 

12. 映画『ガイアシンフォニー』の一部を観賞しての議論 

13. 映画『ガイアシンフォニー』の一部を観賞しての議論 

14. 全体の振り返りとまとめ。 

 

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

授業準備の指示は、履修登録終了後に、Blackbord上にて行う。また、毎週の授業ごとに指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業内での発言(30%)/プレゼン内容(30%)/レポート(20%)/映画鑑賞の態度(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 濁川孝志、2017、『星野道夫の神話』、コスモス・ライブラリー (978-4-434-23318-0C0011) 

 

参考文献（Readings） 

随時紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

映像鑑賞中に寝ていると、その後の議論ができません。 

 

注意事項（Notice） 
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■FH915 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

立教生の学び方 

(Study Skills for Stundents at Rikkyo University) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 

コンピュータ・インターネット技術の探求 

グループ研究とプレゼンテーション 

担当者名 

（Instructor） 
長島 忍(NAGASHIMA SHINOBU) 

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） 

2011 年度以前 1 年次入学生対象科目 

定員 30 名 立教生の学び方科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

コンピュータ（スマートフォンなども含める）やインターネット技術への理解を深め、グループ単位での協調作業によって、プレゼン

テーションやディスカッション、レポートにまとめる能力を高める。 

 

授業の内容（Course Contents） 

どのようなテーマがふさわしいかを最初に考え、テーマごとに 5人くらいのグループを作る。協力して調査し、プレゼンテーション

を行い、他のグループとの意見交換や討論を行う。そのような作業を通してコンピュータ・インターネット技術への理解を深める。

場合によっては授業計画を一部変更することもある。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 全体の内容説明、グループ分け 

2. グループごとの調査 

3. 中間発表、進捗状況 

4. グループごとの調査、プレゼンテーションの作成 

5. グループごとの発表会 

6. グループごとの発表会 

7. 全体の内容説明、新規グループ分け、小テスト（授業前半が終わって得られたこと） 

8. グループごとの調査 

9. 中間発表、進捗状況 

10. グループごとの調査 

11. グループごとの調査、プレゼンテーションの作成 

12. グループごとの発表会 

13. グループごとの発表会 

14. まとめのテスト（授業に参加して得られたことを文章にまとめる） 

 

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

コンピュータ・インターネットについて何を知りたいか関心を持ってテーマをいくつかあげておくことが望ましい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席と授業態度(40%)/調査した成果(20%)/小テスト(20%)/まとめのテスト(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

グループの代表者はパソコンを事前にメディアセンターで借りて授業に参加する。必要に応じて USB メモリなどを持参すること。 

 

注意事項（Notice） 
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■FH916 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

立教生の学び方 

(Study Skills for Stundents at Rikkyo University) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 

五感で学ぼう！ 自然体験＆動植物・岩石の観察 

／秩父の自然にどっぷり浸かる 4 日間。 

担当者名 

（Instructor） 
多田 多恵子(TADA TAEKO) 

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） 

2011 年度以前 1 年次入学生対象科目 

定員 30 名 立教生の学び方科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

大自然の中で、さまざまな自然体験や、動植物や岩石の観察や採集を通して、自然の尊さやおもしろさ、動植物の生き生きとした

生態を、五感で学ぶ。 

 

授業の内容（Course Contents） 

埼玉県秩父地方で行う３泊４日の合宿形式の自然体験授業です。初日は長瀞周辺の岩石観察、化石採集。以降は、奥秩父の森

や清流で、動植物や石の観察・採集や、川遊び等の自然体験に明け暮れます。観察・採集法や標本の作成は初歩から指導しま

す。9 月の発表会で、実習の成果を各自発表します。同行講師は、多田（植物、本学講師、NHK子ども電話相談）のほか、上田

恵介（鳥・昆虫、本学名誉教授）、石田健（鳥・けもの）、本間岳史（岩石・地史）他。秩父最奥の山村集落も探訪し、古老のお話も

伺います。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ７月７日（土曜・13：15～16：30）事前講義。 

2. 8 月・実習 1 日目① 秩父鉄道上長瀞駅に午前１０時３０分集合。埼玉県立自然の博物館見学。 

3. 8 月・実習 1 日目② 長瀞の「岩畳」で岩石と地質見学。 

4. 8 月・実習 1 日目③ おがの化石館および地層見学。川原で化石と石の採集。 

5. ８月・実習１日目④ 秩父演習林川俣宿舎に到着。バーベキュー、ミーティング。 

6. ８月・実習 2－３日目① 早朝バードウォッチング。 

7. ８月・実習２－３日目② 宿舎周辺で、植物（コケも）、キノコ（冬虫夏草も）、変形菌、昆虫（クモ、節足動物も）、鳥、けもの

（ふんなど落とし物も）、食痕などの観察、採集。 

8. ８月・実習２－３日目③ 川遊び体験。水生昆虫、石の採集と観察。 

9. ８月・実習２－３日目④ 実習室で、生き物の観察、スケッチ、名前調べ。植物、キノコ、変形菌、昆虫、羽毛や骨、糞の中の

食物残渣、岩石など、観察と標本作りの指導と実践。 

10. ８月・実習２－３日目⑤ 夜間観察（灯火採集、トラップ、夜行性動物）。星空観察。 

11. ８月・実習２－３日目⑥ 栃本集落を探訪。古老のお話を聞く。 

12. ８月・実習 4 日目① 帰京準備。片づけ。宿舎出発。 

13. ８月・実習 4 日目② 神社見学、西武秩父駅にて解散（午後３時ごろ）。 

14. 夏休み期間 作品制作。レポートを書く。 

15. ９月１日（土曜・13：15～16：30） 作品発表会。 

 

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

7 月の事前講義で資料を配布し、実習や持ち物・服装等の説明をする。8 月の実習までに各自必要なものを準備し、体力向上に

努めて体調を整えておく（実習中は毎日数ｋｍ程歩く）。実習後に作品とレポートを完成させて 9 月に発表。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席、参加態度、観察日誌、レポート、作品の出来(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 秩父市・秩父商工会議所 編、2009、『やさしいみんなの秩父学＜自然編＞』、さきたま出版会 (ISBN:9784878913976) 

2. 新開孝、2016、『虫のしわざ観察ガイド－野山で見つかる食痕・産卵痕・巣』、文一総合出版 (ISBN:9784829972038) 

3. 盛口満、2012、『生き物の描き方: 自然観察の技法』、東京大学出版会 (ISBN:978-4-13-063335-2) 

4. 熊谷さとし・安田守、2010、『哺乳類のフィールドサイン観察ガイド』、文一総合出版 (ISBN:9784829911815) 

5. 大作晃一、2015、『くらべてわかるきのこ 原寸大 (くらべてわかる図鑑)』、山と渓谷社 (ISBN:9784635063487) 

6. 盛口満、2016、『教えてゲッチョ先生! 雑木林のフシギ』、山と渓谷社 (ISBN:9784635047937) 

7. 高橋 直樹 , 大木 淳一、2015、『石ころ博士入門』、全国農村教育協会 (ISBN:9784881371817) 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

【日程】2018 年 8 月６日（月）～９日（木） 

【宿泊場所】東京大学秩父演習林川俣学生宿舎 埼玉県秩父市大滝３４２３−２ http://www.uf.a.u-tokyo.ac.jp/chichibu/ 

【参加費】30,000 円程度（保険料、宿泊費、施設利用費、交通費を含む）の見込。集合・解散場所への交通費・博物館入館料は別

途自己負担。履修登録者はスケジュールを確認のうえ、参加費を必ず納入（振込）すること。納入方法等については、履修登録

完了後に自宅に送付される「全学共通科目学外集中科目参加費納入方法等のお知らせ」を必ず確認のうえ、示された手続きを

行うこと。（発送は、立教トラベルプラザから行われる） 

 

注意事項（Notice） 
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■FH920 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

情報倫理 

(Information Ethics) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
ネット時代のソーシャル・リテラシー 

担当者名 

（Instructor） 
高橋 慈子(TAKAHASHI SHIGEKO) 

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） 
2005 年度以前 1 年次入学者対象科目 情報科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

モバイル機器の利活用や人工知能（AI）の普及など、大きく変わる情報通信技術と社会において，知っておくべき知識やルール

やモラル，情報発信において留意すべきことを理解・考察し，実践できるスキルを身に付けることを目指す。 

 

授業の内容（Course Contents） 

日々、ニュースに登場する新しいサービスやビジネス，人工知能（AI)のような最新技術利用した新たな産業や働き方が，私たち

の生活や社会をどのように変えていくのか。基本的に知っておくべき知識を整理し，情報倫理に関わる，時事的な話題について

解説する。演習を通して，自分なりの考えを整理し，アウトプットする。グループディスカッションやインタビュー演習を通して，多様

な考えを知り，思考を深める。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 情報倫理とは 

2. 情報通信社会とインターネット，進化と変遷 

3. ネット・コミュニケーションの特徴と留意点 

4. メディアの変遷と情報活用 

5. メディア・リテラシーを身に付ける 

6. 情報技術とセキュリティ 

7. インターネットと犯罪 動向と対策 

8. 個人情報とプライバシー 

9. 知的所有権とコンテンツ 

10. 企業と情報倫理 

11. 科学技術と倫理 

12. デジタルデバイドとユニバーサルデザイン 

13. 人工知能（AI)と倫理 

14. 情報通信社会とリテラシー・総括 

 

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

Blackboardの事前に登録される講義資料に目を通し，教科書の該当ページを読んでおくこと。 

より深い内容については，授業で説明した事項や行った演習に関連する情報を探し，理解を深めること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(70%)/課題(20%)/ミニテスト(10%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 高橋慈子・原田隆史・佐藤翔・岡部晋典、2015、『情報倫理 ネット時代のソーシャル・リテラシー』、技術評論社 (ISBN:978-4-

7741-6822-7) 

 

参考文献（Readings） 

授業時に適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

各回，事前に講義資料を配付する。ダウンロードし，目を通しておく。プリントしておき，ノートとして活用することをすすめる。対応

する教科書の章を，読んでおくこと。 

新聞，ニュースの情報を読むときに，授業で扱った観点から考えてみることで，理解が深まる。 

 

注意事項（Notice） 
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■FH924 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

情報科学１ 

(Information Science 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
身の回りの支える情報科学 

担当者名 

（Instructor） 
佐藤 尚(SATOU HISASHI) 

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） 
2005 年度以前 1 年次入学者対象科目 情報科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

情報のデジタル化に関わる基本的な事項を理解できるようになる。 

コンピュータやマルチメディア情報処理の基礎にある仕組みを理解できるようになる。 

人工知能に関わるの基本的な仕組みを理解できるようになる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

情報処理の「仕組みや原理の理解」を目的として， 情報のデジタル化の概念からコンピュータの基本的な機構，マルチメディアシ

ステム、人工知能の基礎な事項などについて学ぶ。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. コンピュータの仕組みその 1 

2. コンピュータの仕組みその 2 

3. 情報のデジタル化とマルチメディアの特徴 

4. コンピュータシステムその 1 

5. コンピュータシステムその 2 

6. コンピュータグラフィックスと画像処理その 1 

7. コンピュータグラフィックスと画像処理その 2 

8. コンピュータグラフィックスと画像処理その 3 

9. ゲームとインターフェースその 1 

10. ゲームとインターフェースその 2 

11. 人工知能その 1 

12. 人工知能その 2 

13. 人工知能その 3 

14. 情報社会の未来 

 

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

参考文献や中間レポート課題などは Blackboard上で告知する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

中間レポート(35%)/授業内で行う小テスト(25%)/最終レポート(Final Report)(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特定のテキストは使用しない。 

 

参考文献（Readings） 

授業中や Blackboardで告知する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FH925 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

情報科学１ 

(Information Science 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
マルチメディア基礎講義 

担当者名 

（Instructor） 
古賀 ひろみ(KOGA HIROMI) 

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） 
2005 年度以前 1 年次入学者対象科目 情報科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

マルチメディアにおける情報のデジタル化、コンピューティング、処理、情報システムの利用などの仕組みや原理の理解について

学ぶことで，マルチメディアのための素材を活用するのに必要な基礎知識を得ることを目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

デジタルデータにおける数値，文字，画像，音声，動画などの表現方法とその利点や理論的背景を通して，用途・目的に応じたデ

ータの特性について学ぶ。また， ハードウェアを構成する機器の役割やプログラム，OSの機能についても学習することでデータ

処理の概要についても学ぶ。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. マルチメディア・アナログデータとデジタルデータ 

2. デジタルデータへの変換と 2 進数の計算 

3. 2 進数利用の利点・ブール代数と論理演算回路 

4. 情報量の単位と文字コード 

5. 音声の標本化・量子化・符号化 

6. 画像の標本化・量子化・符号化 

7. 動画の構造と提示方式 

8. シャノンの情報エントロピーと可逆圧縮 

9. 情報の不可逆圧縮・画像と音声 

10. ノイマン型コンピュータ・ハードウェアの構成要素と CPU 

11. 半導体の性質と主記憶装置 

12. 補助記憶装置・磁気ディスク 

13. 補助記憶装置-フラッシュメモリと光ディスク 

14. プログラミング言語とスクリプト言語 

 

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

事前に資料を配布するので内容を確認し、疑問点を整理しておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業時に資料を配布する。 

 

参考文献（Readings） 

特に指定しない。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

板書の講義を中心とするが，随時視覚教材も用いる。 

 

注意事項（Notice） 
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■FH926 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

情報科学２ 

(Information Science 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
情報科学と社会の関わり 

担当者名 

（Instructor） 
佐藤 尚(SATOU HISASHI) 

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） 
2005 年度以前 1 年次入学者対象科目 情報科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

社会・組織で利用される情報科学的な考え方や情報システムの基礎的な事項を理解できるようになる。 

コンピュータをはじめとする情報機器の利用が人間の社会や組織に与える影響への理解を深める。 

マルチメディアシステムの使われ方・影響などを説明できるようになる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

情報活動が主に人間や社会にかかわる側面について学ぶものであり，コミュニケーションの基礎知識からネットワークなどのマル

チメディアシステムの実際の使われ方・影響などについて学ぶ。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. コンピュータの基礎 

2. コンピュータの社会での利用 

3. アルゴリズムとは 

4. プログラムを作るその 1 

5. プログラムを作るその 2 

6. インターネットその 1 

7. インターネットその 2 

8. インターネットその 3 

9. 情報科学的な発想と社会 

10. 人工知能と社会その 1 

11. 人工知能と社会その 2 

12. 人工知能と社会その 3 

13. マルチメディア技術と社会その 1 

14. マルチメディア技術と社会その 2 

 

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

参考文献や課題などは Blackboard 上で知らせる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/中間レポートその 1(30%)/中間レポートその 2(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特定のテキストは使用しない。 

 

参考文献（Readings） 

授業内において，随時紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FH927 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

情報科学２ 

(Information Science 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
マルチメディア応用講義 

担当者名 

（Instructor） 
古賀 ひろみ(KOGA HIROMI) 

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） 
2005 年度以前 1 年次入学者対象科目 情報科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

情報の基本概念、通信における情報とその処理、情報システム、情報と社会との関わりなどについて学ぶことで，ネットワークを

利用したマルチメディアの応用について考えることを目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

マルチメディアの発展はネットワーク技術と強く結びついており，またマルチメディアコンテンツはネットワークを通じて利用され，

個人や社会の支援に役立てられる一方で問題点も取りざたされている。 

インターネットの規格，また現状提供されているサービスを実現する仕組みについて学ぶことでその仕組みが内包する利点と問

題点について学習し，情報環境との関わり方について考える。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. インタラクティビティとコンピュータ・ネットワーク 

2. インターネットの特徴と歴史 

3. 資源共有とネットワークプロトコル―TCP／IPの階層構造 

4. ネットワークインターフェース層―機器・信号・アドレス 

5. ネットワークインターフェース層―フレームと集線器 

6. インターネット層―パケットによる通信の利点とベストエフォート 

7. インターネット層―IPアドレスの割り当て 

8. インターネット層―ルータによる経路決定 

9. パケットロスとエラー対応プロトコル 

10. トランスポート層―確実性重視と効率重視のプロトコル 

11. トランスポート層―ポート番号の役割と利用 

12. クライアント-サーバ型ネットワークと P2P 

13. アプリケーション層のプロトコルと DNS 

14. ネットワークを介した情報収集・分析・利用の利点と問題点―IoT，ビッグデータ，AI 

 

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

事前に資料を配布するので内容を確認し、疑問点を整理しておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業時にプリント類を配布する。 

 

参考文献（Readings） 

授業内において，適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

板書の講義を中心とするが，随時視覚教材も用いる。 

 

注意事項（Notice） 
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■FH928 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

立教生の学び方 

(Study Skills for Stundents at Rikkyo University) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
囲碁で養う考える力 

担当者名 

（Instructor） 
河野 貴至(KONO 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） 

2011 年度以前 1 年次入学生対象科目 

定員 30 名 立教生の学び方科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

日本の伝統文化として伝承されてきた囲碁を学び、対局を通して「考える力」と「集中力」の向上を図る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

決め打ち碁（模範的な碁を並べ、途中から打つ）で布石の考え方を習得し、初心者でもすぐに終局まで打てるようにする。 

囲碁の心得（「まわりに来たらごあいさつ」等、いくつかのパターンを言葉で表したもの）を習得し、囲碁の考え方を身につける。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ルールの解説（１） 

2. ルールの解説（２） 

3. ルールの復習及び初歩技術（１） 

4. ルールの復習及び初歩技術（２） 

5. 問題演習① 

6. 囲碁の世界・９路盤対局 

7. 技術の解説（１） 

8. 技術の解説（２） 

9. 技術の解説（３） 

10. ９子局の解説・連碁（対局） 

11. 技術の解説（４） 

12. 問題演習② 

13. 技術の解説（５） 

14. 代表者対局 まとめ 

 

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

事前にテキスト『東大教養囲碁講座』の該当項目を読んでおくこと 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

小テスト（20％×2 回）(40%)/技術習熟度(20%)/授業への参加態度(40%) 

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ない。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 石倉昇 梅沢由香里 黒瀧正憲 兵藤俊夫、2007、『東大教養囲碁講座』、光文社 (ISBN:978-4-334-03410-8) 

2. 日本棋院、2014、『実践囲碁総合演習』、日本棋院 (ISBN:978-4-8182-0625-0) 

教科書『東大教養囲碁講座』・参考書『実践囲碁総合演習』 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FH929 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

立教生の学び方 

(Study Skills for Stundents at Rikkyo University) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Happiness in Various Studies 

担当者名 

（Instructor） 
佐良土 茂樹(SARODO SHIGEKI) 

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） 

2011 年度以前 1 年次入学生対象科目 

定員 30 名 立教生の学び方科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

The general objective of this course is to develop the ability to identify and define the meaning of "happiness" and its place in 

our lives from the various studies through the discussions in the class. The goals of this course are for students (1) to grasp 

the concept of happiness and the basic concepts related to happiness, (2) to broaden their perspectives on the happiness, and 

(3) to understand the diversity of happiness in the global society.  

 

授業の内容（Course Contents） 

This course is designed to cover the concept of happiness in various studies. In this course, we will read literature and articles 

on the happiness and discuss the concept and its nature. By reading those writings, we will also make a comparison mainly 

between the Japanese concept of happiness and the Eastern and Western concept of happiness. The topics in the schedule 

below could be changed after the consultation in the class.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction 

2. Happiness in "us" 

3. Happiness in Various Cultures 

4. Happiness in Sports  

5. Happiness in Religion 

6. Happiness in Education  

7. Happiness in Psychology 

8. Happiness in Economics 

9. Happiness in Politics 

10. Happiness in Science 

11. Happiness in Aristotle's Virtue Ethics 

12. Happiness in Epicurean Ethics 

13. Happiness in Utilitarianism 

14. Happiness in Stoic Ethics and Summary 

 

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

Students are expected to prepare the readings and complete the assignments (30-60 min). 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/Class Participation(40%)/Assignments(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

A copy of necessary materials will be distributed in the class. 

 

参考文献（Readings） 

1. Leo Bormans. 2011. The World Book of Happiness. Firefly Books (ISBN:978-1554079308) 

2. Martin E. P. Seligman. 2002. Authentic Happiness. Free Press (ISBN:978-1439190760) 

3. Jonathan Haidt. 2006. The Happiness Hypothesis. Arrow Books (ISBN:978-0099478898) 

4. Aristotle. 2014. Nicomachean Ethics, 2n edition. Cambridge University Press (ISBN:978-1107612235) 

Further readings will be announced in the class. Students are encouraged to present and share materials that they regard as 

relevant for any topic throughout the course. 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■FH930 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

立教生の学び方 

(Study Skills for Stundents at Rikkyo University) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
安楽死問題を考える 

担当者名 

（Instructor） 
梅澤 弓子(UMEZAWA YUMIKO) 

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） 

2011 年度以前 1 年次入学生対象科目 

定員 30 名 立教生の学び方科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

いのちをめぐって提起されている課題の中から、特に「安楽死」をとりあげ、その実情を把握すると共に、問題を整理し、多角的に

検討する。この作業を通じて、「いのち」の尊厳を考究する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

「安楽死」に関して、参加者が各自の専門領域や関心に応じていくつかのグループを組み、それぞれの視座から研究・発表・発題

を行う。発題を受けて、全体で討議を行う。具体的には、「安楽死の定義」「安楽死の歴史」「安楽死と尊厳死」「日本における安楽

死」「安楽死をめぐる各国の動向」「安楽死と経済」「安楽死法」「思想としての安楽死」「文学における安楽死」等々が考えられる。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション:なぜ、いま、「安楽死」を考えるか。 

2. 問いの共有。視座の設定。 

3. グループ分け。発表方法とスケジュールの確定。 

4. 発表準備研究 1 

5. 発表準備研究 2 

6. 発表準備研究 3 

7. グループ発表 1 と討議 

8. グループ発表 2 と討議 

9. グループ発表 3 と討議 

10. 中間ふりかえり 問いの整理 

11. グループ発表 4 と討議 

12. グループ発表 5 と討議 

13. 全体討議 

14. まとめ レポート提出 

 

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

主体的な参加を期待する。討議には積極的に臨んでほしい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(30%)/研究発表・発題(50%)/討議への積極的参加(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FH931 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

立教生の学び方 

(Study Skills for Stundents at Rikkyo University) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
東西宗教思想における霊性と身体 

担当者名 

（Instructor） 
松澤 裕樹(MATSUZAWA HIROKI) 

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） 

2011 年度以前 1 年次入学生対象科目 

定員 30 名 立教生の学び方科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

東西宗教思想における霊性論と身体論について理論面から学ぶと共に、坐禅を通して実践面からも学ぶことで、総合的な人間理

解を深めることが本授業の目標となる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

グローバル社会における多文化共生が喫緊の課題となっている現在、多様な文化を尊重すると同時に文化的差異を超越した新

たな視点を構築する必要があり、そのためにもこれまで以上に各人が哲学的・宗教的観点から人間理解を深めていくことが求め

られている。  

本授業では、そうした現代的課題を念頭に置きながら東西の宗教思想における霊性論と身体論を理論的かつ実践的に探究する

ことで、多文化共生の時代に必要不可欠となる哲学的・宗教的人間理解を涵養することにある。 

具体的には、「霊性と身体」について中心的に論じた東西の哲学的・宗教的テキストの講読を通して、理論的側面から哲学的・宗

教的人間理解を深めていくと同時に、実際に坐禅を中心とする宗教的身体技法の実習を行うことで、実践的側面からもアプロー

チしながら理論と実践の相互作用による総合的な人間理解を目指す。  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 『普勧坐禅儀』における心身論 

3. ギリシア哲学における心身論 

4. 『聖書』における心身論 

5. 東方キリスト教における心身論 

6. 近代西洋における心身論 

7. 東西心身論に関する発表・議論（１） 

8. 東西心身論に関する発表・議論（２） 

9. 東西心身論に関する発表・議論（３） 

10. 東西心身論に関する発表・議論（４） 

11. 東西心身論に関する発表・議論（５） 

12. 東西心身論に関する発表・議論（６） 

13. 東西心身論に関する発表・議論（７） 

14. 東西心身論に関する発表・議論（８） 

 

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

予習としては指定されたテキストを読んでくることが必須となる。復習としては理解を深めるために参考文献を読むことが推奨さ

れる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/授業での発表(40%)/授業への参加態度(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特に指定しない 

 

参考文献（Readings） 

授業で適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

本授業では毎回坐禅を行うので、坐禅しやすい恰好で授業に参加することが望ましい。 

 

注意事項（Notice） 
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■FH932 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

立教生の学び方 

(Study Skills for Stundents at Rikkyo University) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
ポスト高度成長期の子育てネットワークとジェンダー 

担当者名 

（Instructor） 
和田 悠(WADA YU) 

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） 

2011 年度以前 1 年次入学生対象科目 

定員 30 名 立教生の学び方科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

ジェンダー・家族・子育ての視角から高度成長期以降の現代日本社会の歴史的経験について理解する。現在日本の保育制度に

ついて一定の認識を獲得する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

 「保育園落ちた日本死ね」は 2016 年の流行語に選ばれた。匿名のブログのタイトルだったこのフレーズが流行語になった背景

には都市部での深刻な保育園の待機児童問題がある。だが、待機児童問題は現在に始まったことではない。高度成長期以降、

女性の社会進出は本格化し、さまざまな地域や職場で保育所づくりの運動が展開した。子どもを預ける場所に困ったさまざまな

女性たちが自発的に集まり、共同保育のサークルを立ち上げる場合も少なくなかった。子育てを軸にしたネットワーキングの経験

は同時代の女性たちを政治的社会化する契機ともなっており、その共同性は無縁社会とも言われる現在にあって再考に値する。 

 このゼミナールでは、ジェンダーに関する基本的な認識を獲得したのちに、1970 年代から 80年代にかけて千葉県松戸市で展

開した子育てサークルの回覧ノートを輪読する。回覧ノートには女性たちの子育ての悩みや夫婦関係の葛藤、職場での困難な

ど、子育てをしながら働く女性たちのさまざまな経験がつまっており、同時代のジェンダー規範とそれへの抵抗を具体的に理解す

る格好の一次資料である。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション：『てくてくノート』紹介 

2. 戦後日本の保育制度について 

3. 『ひばりニュース』の輪読① 

4. 『ひばりニュース』の輪読② 

5. 「てくてく勉強会」と私：ゲストスピーカーを予定 

6. 「てくてくノート』の輪読① 

7. 「てくてくノート』の輪読② 

8. 地域で子育てを支援する①：ゲストスピーカーを予定 

9. 『てくてくノート』の輪読③ 

10. 「てくてくノート』の輪読④ 

11. 地域で子育てを支援する②：ゲストスピーカーを予定 

12. 「てくてくノート』の輪読⑥ 

13. 「てくてくノート』の輪読⑦ 

14. 授業全体の振り返りとまとめ：ゲストスピーカーを予定 

 

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

子育てサークルの回覧ノートを輪読し、議論するという授業の性格上、毎週、資料を読み、疑問点や調べた点をレポートにまとめ

る課題が毎週出る。その他に居住地の保育行政について調べて発表するなどの課題もある。予習する時間をしっかりと確保して

おくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

毎回の授業で提出するレスポンスシート(30%)/最終レポート(Final Report)(40%)/授業内で指示する調べ学習による提出物(30%) 

欠席回数 3 回を超えたものについてはただちに D 評価とする。遅刻 2 回で 1 回分の欠席とみなす。立教大学は公欠制度を認め

ていないことにも留意をされたい。安易な履修は禁物である。 

 

テキスト（Textbooks） 

特定の教科書は使わない。 

 

参考文献（Readings） 

1. 小林美希、2015、『ルポ 保育崩壊』、岩波新書 (ISBN:4004315425) 

2. 小林美希、2013、『ルポ 産ませない社会』、河出書房新書 (ISBN:4309246222) 

3. 猪熊弘子、2011、『死を招いた保育―ルポルタージュ上尾保育所事故の真相』、ひとなる書房 (ISBN:4894641682) 
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4. 前田正子、2017、『保育園問題 - 待機児童、保育士不足、建設反対運動』、中公新書 (ISBN:412102429X) 

5. 中西新太郎、2009、『“生きづらさ”の時代の保育哲学 』、ひとなる書房 (ISBN:4894641348) 

6. 近藤幹生、2014、『保育とは何か』、岩波新書 (ISBN:4004315093) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

この授業は、立教大学ジェンダーフォーラムが開講するものである。ジェンダーフォーラムの主催するイベントや講演会に積極的

に参加すること。ジェンダーフォーラムの公式サイトは下記の通りである。 

http://www.rikkyo.ac.jp/aboutus/philosophy/activism/gender/ 

 

注意事項（Notice） 
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■FH934 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

立教生の学び方 

(Study Skills for Stundents at Rikkyo University) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
グローバル都市空間における多文化化の現実と課題 

担当者名 

（Instructor） 
金 兌恩(KIM TAEEUN) 

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） 

2011 年度以前 1 年次入学生対象科目 

定員 30 名 立教生の学び方科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

世界の主なメトロポリタン都市空間における多文化化の実態、関連の政策などについて学び、グローバル比較の視点から考え

る。多文化主義及び多文化共生に関する文献などの講読や報告・討議を通じて、社会学的想像力や批判的分析力を身につけ

る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

グローバリゼーションの深化とともにさらに進んでいる多文化化の現状や今後の課題について、主にグローバル都市空間の現実

に照準を定め、比較を試みる。現代社会におけるエスニシティやマイノリティをめぐる諸問題を、差異、他者性、アイデンティティな

どの現代社会学、文化人類学における理論的概念を中心に学習していく。その上で、近年における「多文化主義」に関する理論

的・政治的・実践的議論を踏まえながら、北米、豪州などのメトロポリタン都市空間における多文化化の歴史と現況、多文化共生

とかかわる政策や実践事例を紹介する。そして、視野を東アジア地域に移し、日本と韓国での現状を検討し、北米・豪州における

現状との比較考察を試みる。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. グローバリゼーションや多文化主義とかかわる主要概念 

3. グローバリゼーションや多文化主義とかかわる主要論争 

4. アメリカの事例１—多文化化の歴史と現状 

5. アメリカの事例２—都市空間における現状と課題 

6. カナダの事例１−多文化化の歴史と現状 

7. カナダの事例２—都市空間における現状と課題 

8. オーストラリアの事例１−多文化化の歴史と現状 

9. オーストラリアの事例２—都市空間における現状と課題 

10. 韓国の事例１−多文化化の歴史と現状 

11. 韓国の事例２—都市空間における現状と課題 

12. 日本の多文化化と共生問題を考える１ 

13. 日本の多文化化と共生問題を考える２ 

14. 総括 

 

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

事前に講読文献を読み、授業で取り上げたい論点を考えておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(30%)/出席兼コメントペーパー(30%)/報告や討議を含む授業への参加度(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 宮島喬、2014、『多文化であることとは：新しい市民社会の条件』、岩波書店 (ISBN:9784000291217) 

2. アンドレア・センプリーニ、2003、『多文化主義とは何か』、白水社 (ISBN:9784560058619) 

初回の授業にて文献リストを提示する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 中川正春他、2014、『なぜ今、移民問題か』、藤原書店 (ISBN:9784894349780) 

2. 東自由里, 進藤修一、2015、『移民都市の苦悩と挑戦：ニューヨークとフランクフルト』、晃洋書房 (ISBN:9784771026223) 

3. Montserrat Guibernau and John Rex. 2010. The Ethnicity Reader: Nationalism, Multiculturalism and Migration. Cambridge : 

Polity (ISBN:9780745647029) 

その都度，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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■FH937 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

立教生の学び方 

(Study Skills for Stundents at Rikkyo University) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
ＲＳＬ-社会基盤としての文化論 

担当者名 

（Instructor） 
藤井 満里子(FUJII MARIKO) 

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） 

2011 年度以前 1 年次入学生対象科目 

定員 30 名 立教生の学び方科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

私たちが生きている社会の基盤を成す文化に焦点を当てる。この授業では、日常生活において見逃されがちな文化を見直し、そ

の価値を再発見・再構築する意義と方法について、具体的な事例から実践的に学修する。最終的には、履修者自身がどの様に

文化や社会と関わるのかを構築し、報告することを目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

この授業では、社会の基盤となってきた生活文化を取り上げる。それらが持つ本質的な意味を理解することに加え、とくに、見逃

されてきた文化に光を当てることで価値観の再生を図り、そうした文化の有効性を社会にどの様に訴求していくのかを具体的に

考える。社会における様々な文化のあり方を理解するために、この授業では講義に加え、ゲストスピーカーからの話や映像、グル

ープディスカッションやフィールドワーク、発表等を通じて実践的に学ぶ。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

 授業のねらい、進め方、受講に際しての準備 

2. 文化の価値に気付く視点（1） 

 社会基盤としての文化とは 

3. 文化の価値に気付く視点（2） 

 何気ないものから「価値あるもの」を再発見する視点 

4. 文化の価値に気付く視点（3） 

 文化と社会へのまなざし 

5. 文化の価値に気付く視点（4） 

 実践者が語る文化と社会との関わり①－伝統文化と社会 

6. 文化の価値に気付く視点（5） 

 文化的価値と意味づけ 

7. 文化の価値に気付く視点（6） 

 文化再生と活用の可能性 

8. 文化の価値に気付く視点（7） 

 実践者が語る文化と社会との関わり②－報道の現場から見た文化 

9. 文化の価値に気付く視点（8） 

 文化的価値の再構築① 

10. 文化の価値に気付く視点（9） 

 文化的価値の再構築② 

11. 文化の価値に気付く視点（10） 

 文化再生と活用の実際 

12. 身の回りにある文化的価値の再発見（1） 

 文化的価値を伝えるということ① 

13. 身の回りにある文化的価値の再発見（2） 

 文化的価値を伝えるということ② 

14. 授業統括 

 

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

日頃から文化の存在を意識し、「文化」や「伝統」、「日本らしさ」などについて関心を持ち、関連する文献やニュース・新聞・雑誌記

事に目を通しておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/ディスカッションにおける参加度(30%)/授業内での発表プレゼンテーション(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 
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適宜、プリントを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 逸見・原田・藤枝編著 立教大学 RSLセンター編集、2017、『リベラルアーツとしてのサービスラーニングーシティズンシップを

耕す教育ー』、北樹出版 (ISBN:9784779305306) 

授業時に紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

この科目は、立教サービスラーニング（ＲＳＬ）科目群のひとつである。 

 

注意事項（Notice） 
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■FI101 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

スポーツプログラム１         新座 

(Sports Program 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
はじめてのバレエ 

担当者名 

（Instructor） 
大石 友子(OOISHI TOMOKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMP1210 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
定員 30 名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

クラシック・バレエの基本のポジションとパ(ステップ)などのエクササイズを体験し習得することによって，自らの身体の動かし方を

改めて知る。簡単なコンビネーションを楽曲にあわせて踊ることを通して，踊るという運動の面白さを発見する。以上の２点を目標

とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

クラシック・バレエは華やかな４００年の作品の歴史が知られるが，それは同時に無駄を削ぎ落とした一つの身体運動の完成の

歴史でもある。本授業では，バレエを，その運動の構造を捉えて学ぶ。その上で受講者それぞれの身体に立脚した運動として，

基本の実践習得を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス、およびストレッチと体幹のコンディショニング実習 

2. ストレッチと体幹のコンディショニング、およびバーレッスン（１）／解説：バレエに必要な身体の構造を学ぶ 

3. バーレッスン（２）／解説：肩・肋骨・骨盤の構造および内旋と外旋について 

4. バーレッスン（３）／解説：膝の伸展について 

5. センターワーク（１）タンデュ／解説：股関節の外旋について 

6. センターワーク（２）アダージオ／解説：肩甲骨の引き下げについて 

7. センターワーク（３）ターン／解説：胸椎の動きについて 

8. センターワーク（４）ターン／解説：５番ポジションについて 

9. センターワーク（５）ジャンプ 

10. センターワーク（６）ジャンプ 

11. センターワーク（７）動きのコンビネーション 

12. センターワーク（８）動きのコンビネーション 

13. 解説のまとめ，および習熟度の確認（１） 

14. 解説のまとめ，および習熟度の確認（２） 

 

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

第一回から行うストレッチと体幹コンディショニングを、週 3 回程度自宅等で行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加態度(40%)/技術の理解度(30%)/技術の習熟度(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ない 

 

テキスト（Textbooks） 

必要に応じて資料を配布。 

 

参考文献（Readings） 

必要に応じて授業中に紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

当該年度の定期健康診断を必ず受診すること。授業初回に健康診断の受診の有無を確認する。 

バレエの経験は不問。バレエシューズ，バレエ用ウェアは特に必要なし。裸足になれる動き易い服装で参加すること。 

初回は、ガイダンス後に実習を行う。 

 

注意事項（Notice） 
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■FI110 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

スポーツプログラム１ 

(Sports Program 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
クライミング 

担当者名 

（Instructor） 
西谷 善子(NISHITANI YOSHIKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMP1210 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
定員 24 名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

クライミングを通して，自分の身体の機能や動き等を学びながら，自らの心身と向き合い，仲間とともに生涯を通じてスポーツを楽

しむ力を養うことを目標とします。 

 

授業の内容（Course Contents） 

クライミングは，本来自然の岩場で行われるスポーツでしたが， 人工のクライミングウォールやホールド（壁についている石）の進

化により，フィットネス感覚で気軽に楽しめるようになりました。また，2016 年にはスポーツクライミングが 2020 年の夏季五輪での

追加競技に承認され，より注目を集めています。 

本授業では，クライミングの中のボルダリング種目を中心に授業を展開し，自分の身体の機能や動き等を学びます。 

※毎回，ウォーミングアップで簡単な技術練習を行った後，各傾斜の壁をローテーションで登りながら理解を深めます。授業進行

状況に合わせて順序，内容を変更することがあります。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. クライミング概論 

2. クライミングの安全対策 

3. 技術；足の置き方１ 

4. 技術；足の置き方２ 

5. 技術；ホールドの持ち方 

6. 技術；ムーブ 

7. 戦術；ルートを読む（オブザベーションの重要性） 

8. 応用；課題を作ってみる１ 

9. 応用；課題を作ってみる２ 

10. 中間実技テスト（理解度・達成度チェック） 

11. 応用；課題を作ってみる３ 

12. 実践；競技クライミング１；ボルダリング 

13. 実践；競技クライミング２；ボルダリング 

14. まとめ，レポート提出 

 

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

・必要に応じて，授業中に指示します。 

・クライミング経験は問いません。 初心者でも OKです。 

・初回～3,4 週目までは様々な部分（特に前腕部）が筋肉痛になります。 

・各種目に適切な服装や靴，またメガネの着用については担当教員の指示に従ってください。 

・当該年度の定期健康診断を必ず受診すること。授業初回に健康診断の受診の有無を確認する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席および授業参加度(60%)/理解・達成度(20%)/最終レポート(Final Report)(20%) 

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ない 

 

テキスト（Textbooks） 

特定のテキストは使用しませんが，必要に応じて参考資料を配布して授業を進めます。 

興味がある人は『フリークライミングはじめました。 : ボルダリングから本格クライミングまで』（西谷監修）を読むと授業の様子が

分かります。授業を選択する前にぜひ読んでみてください。 

 

参考文献（Readings） 

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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■FI113 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

スポーツプログラム１ 

(Sports Program 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
バドミントン 

担当者名 

（Instructor） 
笛木 寛(FUEKI YUTAKA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMP1210 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
定員 40 名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

バドミントンのルールを理解し、基礎技術・基礎戦術を身につける。個人・チーム全体のパフォーマンスの向上させるために、戦略

や練習を考え実行する能力を身につける。コミュニケーション能力を発揮し、グループワークを有効に機能させる方法を身につけ

る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

チーム分けをしたうえで、前半はバドミントンの基礎技術、基礎戦術を身につけるために全体授業を行う。後半はチームごとに練

習する時間（グループワーク）を設け、個人・チーム全体のパフォーマンスを向上させる方法を紹介する。ゲーム形式は団体戦ダ

ブルス。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. バドミントンのルール 

3. 試しのゲーム、チーム分け 

4. クリア、スマッシュの打ち方 

5. リーグ戦①（クリア、スマッシュの打ち方） 

6. ドライブの打ち方 

7. リーグ戦②（ドライブの打ち方） 

8. ドロップ、ヘアピンの打ち方 

9. リーグ戦③（ドロップ、ヘアピンの打ち方） 

10. グループワーク（フットワーク） 

11. リーグ戦④（フットワーク） 

12. グループワーク（フォーメーション） 

13. リーグ戦⑤（フォーメーション） 

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関する指示は、必要に応じて別途指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

グループワーク(50%)/技術・戦術の習得度(20%)/取り組みの姿勢(20%)/提出物(10%) 

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ない 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

初回授業に①「通学定期乗車券発行控」、②顔写真（４センチ×３センチ）１枚を持参してください。 

 

注意事項（Notice） 
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■FI116 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

スポーツプログラム１ 

(Sports Program 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
バドミントン 

担当者名 

（Instructor） 
西島 壮(NISHIJIMA TAKESHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMP1210 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
定員 40 名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

１．スポーツを通して心身ともに健康的な生活習慣を獲得し、コミュニケーション能力を育成する。 

２．バドミントンの基礎的技能を習得し、生涯にわたってバドミントンを楽しむことができる素養を身につける。 

 

授業の内容（Course Contents） 

バドミントンは、非常に軽いラケット・シャトルを用いるためラリーを続けやすく、初心者でも親しみやすいスポーツである。本授業

では、バドミントンの基礎的技能を習得するとともに、初心者・経験者が協同してゲーム（特にダブルス）を積極的に楽しむことを

目指す。さらに、科学的視点からバドミントンの技術を理解することや、戦術を模索するなど、一歩進んだスポーツの楽しみ方を

学ぶ。マナーや仲間との協力を大切にし、スポーツを通じたコミュニケーション能力の向上を目指す。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス（授業概要・留意事項などの説明）、バドミントンの基礎（特徴、歴史など） 

2. バドミントンにチャレンジ（シングルス、ダブルス） 

3. ストロークの極意１（サービス、アンダーハンド・ストローク） 

4. ストロークの極意２（スマッシュ、オーバーヘッド・ストローク） 

5. 基本フライトの習得 

6. ダブルスの基礎（ルール、得点方法など） 

7. ダブルス（団体戦） 

8. ダブルスのための応用練習１（ショットの緩急） 

9. ダブルスのための応用練習２（ローテーション） 

10. ダブルスのための応用練習３（攻守の切替） 

11. バドミントンを通じて身体のしくみを知る１（視覚、聴覚） 

12. バドミントンを通じて身体のしくみを知る２（体性感覚） 

13. ダブルス・リーグ戦 

14. 技能テスト、まとめ 

 

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

授業時間外学習の指示は、履修登録完了後に Blackboard上で履修者に対して行う。 

当該年度の定期健康診断を必ず受診すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への積極的な参加(60%)/技能テスト(10%)/最終レポート(Final Report)(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ない 

 

テキスト（Textbooks） 

必要に応じて配布する。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FI117 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

スポーツプログラム１ 

(Sports Program 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
クライミング 

担当者名 

（Instructor） 
水村 信二(MIZUMURA SHINJI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMP1210 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
定員 24 名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

本授業では，クライミングを通して「基礎知識習得及び基礎技術向上」，「コミュニケーション能力向上」，「段取り力向上」，及び

「自己効力感向上」を目指します。 

 

授業の内容（Course Contents） 

高さ約 4m，幅約 20mのクライミングウォールを用いて実施する初級者対象のクライミング授業です。壁に取り付けられた「ホール

ド」と呼ばれる突起物に手足をかけ，思考力と全身の筋肉を駆使しながら，あらかじめ決められた様々な課題（コース）に挑戦して

いきます。本授業から，「頑張ったら出来た！」という「達成感」や，「やれば出来るんだ！」といった「自己効力感」を得てください。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス(クライミングの危険性と安全対策)，体験クライミング 

2. ハンドワークとフットワーク，オブザベーションの重要性，課題に挑戦 

3. ムーヴ練習１（３点支持，正対立ち込み），課題に挑戦 

4. ムーヴ練習２（３点支持，振り），課題に挑戦 

5. ムーヴ練習３（ハイステップ），課題に挑戦 

6. ムーヴ練習４（手に足），課題に挑戦 

7. ムーヴ練習５（ヒールフック），課題に挑戦 

8. ムーヴ練習６（スメアリングとダイアゴナル），課題に挑戦 

9. ムーヴ練習７（デッドポイント），課題に挑戦 

10. ムーヴ練習８（ランジ），課題に挑戦 

11. ムーヴ練習９（フラッギング），アイマスククライミング 

12. コンペ（セッション方式，個人戦） 

13. コンペ（オンサイト方式，個人戦） 

14. コンペ（オンサイト方式，チーム戦），まとめ 

 

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

必要に応じて，授業中に指示する。 

なお，クライミングシューズは大学が用意します。 

当該年度の定期健康診断を必ず受診すること。授業初回に健康診断の受診の有無を確認する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業参加および取り組み姿勢(60%)/ログシート(30%)/提出物(10%) 

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ない 

 

テキスト（Textbooks） 

なし。授業中に資料を提示する。 

 

参考文献（Readings） 

なし。授業中に資料を提示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

http://www.climbing-net.com/ 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FI119 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

スポーツプログラム１ 

(Sports Program 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
バドミントン 

担当者名 

（Instructor） 
中村 大輔(NAKAMURA DAISUKE) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMP1210 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
定員 40 名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

バドミントンの基礎的な技術を身につけ，シングルスおよびダブルスのゲームが自分達でできるようになること。仲間との協調性

を養うとともに，バドミントンの魅力を理解し，心身ともに健康で豊かな生活を送ることができる態度や能力を育てること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

基礎技術の習得とゲームを中心に授業を展開するが，仲間との強調性や生涯スポーツとしてバドミントンを行う際に必要なコミュ

ニケーション能力にも着目しながら授業を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 始めの一歩 

3. 基本技術の習得 1 

4. 基本技術の習得 2 

5. 基本技術の習得 3 

6. 基本技術の習得 4 

7. ゲーム 1 (ルールと審判法 ダブルス） 

8. ゲーム 2 (ダブルス） 

9. ゲーム 3 (ダブルス） 

10. ゲーム 4 (シングルス） 

11. ゲーム 5 (シングルス） 

12. ゲーム 6 (団体戦） 

13. ゲーム 7 (団体戦） 

14. ゲーム 8 (団体戦） 

 

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

必要に応じて，授業中に指示する。 

実技ができるようにコンディションを整えること。 

当該年度の定期健康診断を必ず受診すること。授業初回に健康診断の受診の有無を確認する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業参加度および授業態度(70%)/技術の習得，向上(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ない 

 

テキスト（Textbooks） 

特になし。 

 

参考文献（Readings） 

特になし。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

スポーツを行う際のルールの遵守（道具，服装，設備の利用法）を求めます。 

 

注意事項（Notice） 
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■FI121 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

スポーツプログラム２         新座 

(Sports Program 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
トレーニング初級 

担当者名 

（Instructor） 
塩田 徹(SHIODA TORU) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMP1210 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
定員 40 名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

自己の体力レベルを知り，レベルと目的に合わせたトレーニングの理論と方法について，実践を通して理解を深める。 

 

授業の内容（Course Contents） 

体力強化やウェイトコントロールを目的としたトレーニングは，正しい運動処方に基づいた方法で行われなければ期待する効果を

生じることはない。この授業では初級者を対象にして，色々なトレーニングを実践してもらいながら目的に合わせたトレーニング理

論や運動処方について学習する。授業期間前半は各種トレーニングの理論と方法を各種トレーニングを通して学習し，後半は個

人の体力レベルや目的に合わせて各自のペースでトレーニングする。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンスとストレッチ 

2. トレーニングの目的と運動処方 

3. 体力測定とフィードバック 

4. ストレッチングの方法と効果 

5. 自重負荷トレーニングの方法と効果 

6. マシントレーニングの方法と効果 

7. バランスボールトレーニングの方法と効果 

8. エアロビックトレーニングの方法と効果 

9. 目的別トレーニング（筋肥大，筋パワー，持久力，ダイエット，バランス能力）１ 

10. 目的別トレーニング２ 

11. 目的別トレーニング３ 

12. 目的別トレーニング４ 

13. 目的別トレーニング５ 

14. 体力測定と授業効果の検討 

 

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

履修登録完了後に Blackboard上で準備課題を提示する。 

当該年度の定期健康診断を必ず受診すること。授業初回に健康診断の受診の有無を確認する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加態度(50%)/技術の理解度(30%)/授業内提出物(20%) 

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ない 

 

テキスト（Textbooks） 

必要に応じて授業時に配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 山本利春、2008、『スポーツコンディショニング』、ベースボールマガジン社 (ISBN:9784583100869) 

2. 有賀誠司、2010、『筋力トレーニング練習メニュー120』、池田書店 (ISBN:9784262163383) 

その他、授業時に紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

遅刻は厳禁。初回から着替えを持参すること。 

 

注意事項（Notice） 
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■FI131 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

スポーツプログラム２ 

(Sports Program 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
トレーニング初級 

担当者名 

（Instructor） 
村本 伸幸(MURAMOTO NOBUYUKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMP1210 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
定員 30 名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

トレーニングの種類・方法について理解を深め，体力向上や健康増進を図る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

毎回体脂肪率，筋量を測定する。目的別のトレーニング方法を解説後，各種のトレーニングの実践に入る。最後に，エアロバイク

を用いて積極的な脂肪燃焼を目指す。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 10 分程度，以下に示した内容について講習を行った後に実技に入る 

1．トレーニングの原理・原則 

2. 10 分程度，以下に示した内容について講習を行った後に実技に入る 

1．筋の構造，種類，特性 

3. 10 分程度，以下に示した内容について講習を行った後に実技に入る 

1．筋肥大のためのトレーニング 

4. 10 分程度，以下に示した内容について講習を行った後に実技に入る 

1．最大筋力向上のためのトレーニング 

5. 10 分程度，以下に示した内容について講習を行った後に実技に入る 

1．筋パワー向上のためのトレーニング 

6. 10 分程度，以下に示した内容について講習を行った後に実技に入る 

1．筋持久力向上のためのトレーニング 

7. 10 分程度，以下に示した内容について講習を行った後に実技に入る 

1．スタビリティートレーニング 

8. 10 分程度，以下に示した内容について講習を行った後に実技に入る 

1．チューブエクササイズ 

9. 10 分程度，以下に示した内容について講習を行った後に実技に入る 

1．股関節トレーニング 

10. 10 分程度，以下に示した内容について講習を行った後に実技に入る 

1．バランスボールエクササイズ 

11. 10 分程度，以下に示した内容について講習を行った後に実技に入る 

1．その他のトレーニング 

12. 各自トレーニング 

13. 各自トレーニング 

14. 各自トレーニング 

 

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

常日頃から健康状態を良好に保ち実技に対応できるようにする。 

当該年度の定期健康診断を必ず受診すること。授業初回に健康診断の受診の有無を確認する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(30%)/授業への参加態度や出席状況等(70%) 

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ない 

 

テキスト（Textbooks） 

プリントを配布します。 

 

参考文献（Readings） 

必要な場合は授業時に紹介します。 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FI141 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

スポーツプログラム３         新座 

(Sports Program 3) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
テニス 

担当者名 

（Instructor） 
後藤 光将(GOTOU MITSUMASA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMP1210 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
定員 40 名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

テニスのルール・マナーを理解して，ストロークラリーが 20 回以上続けられること，および，ダブルスゲームがプレイできるように

なることを到達目標として設定します。 

 

授業の内容（Course Contents） 

テニスは老若男女問わず行うことができるスポーツの代表的な存在です。本授業では，テニスの基礎的技術練習を行い，ルー

ル，歴史，競技特性を理解しながら，仲間とのコミュニケーションを深めていきます。生涯にわたってテニスを実践できる素養を学

びます。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス，受講ルールの説明 

2. 送球マシーンを用いた練習，ショートラリー 

3. 送球マシーンを用いた練習，フォアハンドストローク 

4. 送球マシーンを用いた練習，バックハンドストローク 

5. 送球マシーンを用いた練習，ボレー，ミニゲーム 

6. 送球マシーンを用いた練習，サービス，スマッシュ 

7. 送球マシーンを用いた練習，ハーフコートでのシングルスゲーム 

8. 送球マシーンを用いた練習，3人対 3 人のゲーム 

9. ダブルスゲームの戦術 

10. シングルスゲームの戦術 

11. ダブルスのチャンピオンゲーム（1），歴史 

12. ダブルスのチャンピオンゲーム（2），ルール 

13. ダブルスのチャンピオンゲーム（3），マナー 

14. ダブルスのチャンピオンゲーム（4），まとめ 

 

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

テニスのルールを本やウェブサイトで予習しておいてください。 

受講にあたってテニスの経験や能力のレベルは問いません。 

当該年度の定期健康診断を必ず受診すること。授業初回に健康診断の受診の有無を確認する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業に取り組む態度(40%)/技術の向上度合(20%)/最終テスト(Final Test)(40%) 

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ない 

 

テキスト（Textbooks） 

特に指定しません。 

 

参考文献（Readings） 

1. 日本テニス協会、2015、『テニス指導教本Ⅰ』、大修館書店 (ISBN:4469267856) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FI142 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

スポーツプログラム３         新座 

(Sports Program 3) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
ソフトボール 

担当者名 

（Instructor） 
柳田 信也(YANAGIDA SHINYA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMP1210 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
定員 40 名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

スポーツ実践を通して，心身の健康増進とコミュニケーション能力の育成を目指す。また，そのために必要なソフトボールの基本

的ゲーム構造や魅力を理解し，それを基にゲームを仲間と楽しむことができる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

ソフトボールの基礎技術や基本的ゲーム構造を実践を通して学習する。また，スローピッチとファーストピッチによるゲームを体験

し，レクリエーションとしてのソフトボールと競技としてのソフトボールを実践する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 自己紹介，チーム編成，ボールを使ったレクリエーション 

2. キャッチボールの基礎とキャッチボールゲーム 

3. バッティングの基礎と応用 

4. スローピットとファーストピッチ 

5. スローピッチゲーム体験 

6. ファーストピッチゲーム体験 

7. バント・バスターゲームおよびソフトボールオフィシャルルールの理解 

8. スローピッチリーグ戦① 

9. スローピッチリーグ戦② 

10. スローピッチリーグ戦③ 

11. チーム練習（シート打撃・シートノック） 

12. ファーストピッチゲーム 

13. ファーストピッチゲーム 

14. 学校体育ソフトボール（ティーボール）体験 

 

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

日常的にコンディションを整えて受講する。 

当該年度の定期健康診断を必ず受診すること。授業初回に健康診断の受診の有無を確認する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

参加態度(60%)/技術（コミュニケーションを含む）の向上度(30%)/最終レポート(Final Report)(10%) 

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ない 

 

テキスト（Textbooks） 

特に指定しない。テキストや資料について質問があれば随時対応する。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FI144 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

スポーツプログラム３         新座 

(Sports Program 3) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
フラッグフットボール 

担当者名 

（Instructor） 
伊藤 雅敏(ITO MASATOSHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMP1210 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
定員 40 名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

アメリカンフットボール型のチームスポーツを通じて，コミュニケーション能力の重要性・Leadership スキルの構築を目指します。チ

ームで作戦を立案・実践・修正を繰り返しながら，目標到達の醍醐味を実感します。 

 

授業の内容（Course Contents） 

フラッグフットボールはアメリカンフットボールの身体接触を排除して，性別・年齢に関係なく，誰でもチームに参画できるスポーツ

です。役割分担の明確化によってメンバー各々が、如何に「チームに貢献出来るか」をテーマとして授業をすすめます。クラスをチ

ーム分けし，戦術・作戦を練り，効果的な方法を模索しながらゲームを楽しみます。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. ルール説明 

3. 基本的技術練習（ハドル・しっぽ取り） 

4. 基本的技術練習（エクスチェンジ） 

5. Offence Play(Run) 

6. Offence Play(Pass) 

7. 守備の概念・実践 

8. 作戦・戦術確認 

9. 審判法 

10. リーグ戦 

11. リーグ戦 

12. リーグ戦 

13. リーグ戦 

14. 振り返り 

 

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

必要に応じて，授業中に指示します。 

当該年度の定期健康診断を必ず受診すること。授業初回に健康診断の受診の有無を確認する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(20%)/出席と授業での活動参加(80%) 

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ない 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

なし 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FI146 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

スポーツプログラム３         新座 

(Sports Program 3) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
卓球 

担当者名 

（Instructor） 
金子 和正(KANEKO KAZUMASA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMP1210 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
定員 30 名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

授業を通しての練習を繰り返すことによって卓球の技術が向上していくことを学びます。 

 

授業の内容（Course Contents） 

前半は，基礎的な技術を習得し，ダブルスのゲームを中心に展開していきます。ゲームの展開や試合運びを習得した後，シング

ルスでのゲームを経験していきます。ゲームの作戦を組み立てたり，試合運びを考えたりと卓球のゲームの面白さを経験します。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. グリップの特性と自分にあったグリップを見つける 

2. フォアハンドでの打ち込み 

3. バックハンドでの打ち込み 

4. フォアとバックを自在に打てるようにしよう 

5. 相手に対応した動きを身につける 

6. ゲームでフォアハンドとバックハンドを使う 

7. サーブのいろいろ 

8. サーブからスマッシュまでを一連の動きの中で習得する 

9. シングルスゲームの試合運び 

10. シングルスゲームの展開 

11. ゲームの展開方法と試合運びを総合的に学習する 

12. ミックスダブルスの展開Ⅰ 

13. ミックスダブルスの展開Ⅱ 

14. まとめ 

 

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

必要に応じて，授業中に指示する。 

当該年度の定期健康診断を必ず受診すること。授業初回に健康診断の受診の有無を確認する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業参加度および授業態度(80%)/技術習熟度(20%) 

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ない 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

いろいろなメディアを通して卓球に触れよう。機会があったら積極的にプレイしましょう。 

 

注意事項（Notice） 
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■FI151 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

スポーツプログラム３ 

(Sports Program 3) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
バレーボール 

担当者名 

（Instructor） 
村本 伸幸(MURAMOTO NOBUYUKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMP1210 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
定員 30 名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

チームワークを大切にしてボールをつなぎ，ラリーが継続できるようにする。相手とのラリーを制することにより， 仲間との一体感

を得る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

個人のスキルをアップさせる。簡単なスキルテストを実施して，各チーム力を均等化する場合もある。３対３のミニゲームによって

バレーの連携を学習した後，６人制のゲームを行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 以下の内容を授業前半に行った後，ゲームに入る 

１）ボール慣れのためのドリル 

2. 以下の内容を授業前半に行った後，ゲームに入る 

１）パス（フォーム確認） 

3. 以下の内容を授業前半に行った後，ゲームに入る 

１）対人パス（オーバー＆アンダー） 

4. 以下の内容を授業前半に行った後，ゲームに入る 

１）対人パス（ビジョントレーニング） 

5. 以下の内容を授業前半に行った後，ゲームに入る 

１）対人レシーブ（強打＆軟打） 

6. 以下の内容を授業前半に行った後，ゲームに入る 

１）トス＆スパイク 

7. 以下の内容を授業前半に行った後，ゲームに入る 

１）サーブ＆サーブレシーブ 

8. 以下の内容を授業前半に行った後，ゲームに入る 

１）３対３のミニゲーム 

9. 以下の内容を授業前半に行った後，ゲームに入る 

１）ブロック 

10. ゲーム中心 

11. ゲーム中心 

12. ゲーム中心 

13. ゲーム中心 

14. ゲーム中心 

 

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

遅刻は厳禁。怪我や傷害が起きないためにも事前に体調を整えておく。 

当該年度の定期健康診断を必ず受診すること。授業初回に健康診断の受診の有無を確認する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(30%)/授業への参加態度や出席状況等(70%) 

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ない 

 

テキスト（Textbooks） 

特に指定しない。 

 

参考文献（Readings） 

必要な際は授業時に紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■FI153 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

スポーツプログラム３ 

(Sports Program 3) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
バスケットボール 

担当者名 

（Instructor） 
依田 珠江(YODA TAMAE) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMP1210 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
定員 30 名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

バスケットボールの基本技術を身につけ，ゲームを楽しむ。バスケットボールというチームスポーツを通してコミュニケーションの

重要性を理解し、自主性や協調性を養う。また生涯を通してスポーツに親しむ足がかりとする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

バスケットボールのシュート・パス・ドリブル等の基礎技術を習得し、基本的なルールを理解し、毎週ゲームをする。チームの仲間

とコミュニケーションをとり、教えあい、バスケットボールのゲームを楽しみながら、改善点などを見つけてレベルアップを目指す。

履修生同士のコミュニケーション向上のため、毎週、チームは組み替える。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 自己紹介、ウォーミングアップの後、ゲーム 

2. シュート、パス、ドリブルの基礎練習①、ゲーム 

3. シュート、パス、ドリブルの基礎練習②、ゲーム 

4. シュート、パス、ドリブルの基礎練習③、ゲーム 

5. パス＆ラン①、ゲーム 

6. パス＆ラン②、ゲーム 

7. パス＆ラン③、ゲーム 

8. スクリーン①、ゲーム 

9. スクリーン②、ゲーム 

10. ２対２のオフェンス・ディフェンス、ゲーム 

11. 速攻、ゲーム 

12. ゲーム 

13. ゲーム 

14. ゲーム 

 

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

コンディションを整えておくこと。 

当該年度の定期健康診断を必ず受診すること。授業初回に健康診断の受診の有無を確認する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

参加態度(60%)/技術の向上度(40%) 

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ない 

 

テキスト（Textbooks） 

特に指定しない。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FI154 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

スポーツプログラム３ 

(Sports Program 3) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
卓球 

担当者名 

（Instructor） 
西島 壮(NISHIJIMA TAKESHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMP1210 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
定員 30 名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

１．スポーツを通して心身ともに健康的な生活習慣を獲得し、コミュニケーション能力を育成する。 

２．卓球の基礎的技能を習得し、生涯にわたって卓球を楽しむことができる素養を身につける。 

 

授業の内容（Course Contents） 

本授業では、卓球の基礎的技能を習得するとともに、初心者・経験者が協同してゲーム（シングルス、ダブルス）を積極的に楽し

むことを目指す。さらに、科学的視点から卓球の技術を理解することや、戦術を模索するなど、一歩進んだスポーツの楽しみ方を

学ぶ。マナーや仲間との協力を大切にし、スポーツを通じたコミュニケーション能力の向上を目指す。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス（授業概要・留意事項などの説明）、卓球の基礎（特徴、ルールなど） 

2. 卓球の基礎（グリップ、ボールの回転、ラケットワーク、フットワーク） 

3. 基本ストローク１（フォアハンドのラリー） 

4. 基本ストローク２（バックハンドのラリー） 

5. 様々なサービス（下回転、上回転、など） 

6. 試合のルール（シングルス、ダブルス） 

7. シングルスゲーム１（レベル別でチーム分け） 

8. シングルスゲーム２（全体で団体戦） 

9. ダブルスのための応用練習１（ローテーション） 

10. ダブルスのための応用練習２（戦術） 

11. ダブルスゲーム１（団体戦） 

12. ダブルスゲーム２（リーグ戦） 

13. ダブルスゲーム３（総当たり戦） 

14. 技能テスト、まとめ 

 

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

授業時間外学習の指示は、履修登録完了後に Blackboard上で履修者に対して行う。 

当該年度の定期健康診断を必ず受診すること。受診していないと、履修取消となる場合がある。  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への積極的な参加(60%)/技能テスト(10%)/最終レポート(Final Report)(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ない 

 

テキスト（Textbooks） 

必要に応じて配布する。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FI155 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

スポーツプログラム３ 

(Sports Program 3) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
バスケットボール 

担当者名 

（Instructor） 
石原 明美(ISHIHARA AKEMI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMP1210 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
定員 30 名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

競技経験や性別を問わず楽しく積極的に身体運動をする事によりバスケットボールの特性を理解し，基本的な技術， 戦術の習

得を図ることを目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

本授業ではドリルを多く取り入れて基礎的個人技術を習得していき，ミニゲームを数多く行い，更に必要となる基本的な集団技

術，戦術を理解してレベルアップを図る。ゲームがスムーズに行えるようにルール，審判法も学習していく。室内で授業を実施す

る。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

基礎的個人技術(シュート,ドリブル,パス,リバウンド,ピボット）のドリル,ミニゲーム 

2. 基礎的個人技術(シュート,ドリブル,パス,リバウンド,ピボット)のドリル,ミニゲーム 

3. 基礎的個人技術(シュート,ドリブル,パス,リバウンド,ピボット)のドリル,ミニゲーム 

4. 基礎的集団技術（オフェンス戦術,ディフェンス戦術を含めて２対２,３対３）のドリル,ミニゲーム 

5. 基礎的集団技術（オフェンス戦術,ディフェンス戦術を含めて２対２,３対３）のドリル,ミニゲーム 

6. 基礎的集団技術（オフェンス戦術,ディフェンス戦術を含めて２対２,３対３）のドリル,ミニゲーム 

7. グループ分け,ルール理解,審判法,リーグ戦ゲーム 

8. グループ分け,ルール理解,審判法,リーグ戦ゲーム 

9. グループ分け,ルール理解,審判法,リーグ戦ゲーム 

10. グループ分け,ルール理解,審判法,リーグ戦ゲーム 

11. グループ分け,ルール理解,審判法,リーグ戦ゲーム 

12. グループ分け,ルール理解,審判法,リーグ戦ゲーム 

13. リーグ戦まとめ  成績評価 実技テスト 

14. リーグ戦まとめ  成績評価 実技テスト 

 

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

必要に応じて，授業中に指示する。 

バスケットボールの競技経験の有無，男女差は問わない。初心者から経験者まで競技を楽しめるレベルで学習していく。 

バスケットボールシューズまたは室内用のスニーカーシューズを用意すること。 

当該年度の定期健康診断を必ず受診すること。授業初回に健康診断の受診の有無を確認する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業理解度(35%)/授業参加態度(25%)/実技の習得度(25%)/提出物(15%) 

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ない 

 

テキスト（Textbooks） 

適時プリント配布。 

 

参考文献（Readings） 

1. 日本バスケットボール協会編、『バスケットボール指導教本』改訂版上巻、大修館書店 (ISBN:ISBN978-4-469-26762-4) 

2. 小野秀二監修、『考える力を伸ばす｢バスケットボール練習メニュー200｣』、池田書店 

3. 日本バスケットボール協会編、『バスケットボール指導教本』改訂版 下巻、大修館書店 (ISBN:ISBN978-4-469-26802-7) 

4. 鈴木良和、『バスケットボールの教科書１』、ベースボールマガジン社 (ISBN:ISBN978-4-583-11058-5) 

 

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

 

 

  



 - 968 - 

■FI211 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

スポーツプログラム１ 

(Sports Program 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
バドミントン 

担当者名 

（Instructor） 
笛木 寛(FUEKI YUTAKA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMP1210 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
定員 40 名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

バドミントンのルールを理解し、基礎技術・基礎戦術を身につける。個人・チーム全体のパフォーマンスの向上させるために、戦略

や練習を考え実行する能力を身につける。コミュニケーション能力を発揮し、グループワークを有効に機能させる方法を身につけ

る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

チーム分けをしたうえで、前半はバドミントンの基礎技術、基礎戦術を身につけるために全体授業を行う。後半はチームごとに練

習する時間（グループワーク）を設け、個人・チーム全体のパフォーマンスを向上させる方法を紹介する。ゲーム形式は団体戦ダ

ブルス。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. バドミントンのルール 

3. 試しのゲーム、チーム分け 

4. クリア、スマッシュの打ち方 

5. リーグ戦①（クリア、スマッシュの打ち方） 

6. ドライブの打ち方 

7. リーグ戦②（ドライブの打ち方） 

8. ドロップ、ヘアピンの打ち方 

9. リーグ戦③（ドロップ、ヘアピンの打ち方） 

10. グループワーク（フットワーク） 

11. リーグ戦④（フットワーク） 

12. グループワーク（フォーメーション） 

13. リーグ戦⑤（フォーメーション） 

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関する指示は、必要に応じて別途指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

グループワーク(50%)/技術・戦術の習得度(20%)/取り組みの姿勢(20%)/提出物(10%) 

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ない 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

初回授業に①「通学定期乗車券発行控」、②顔写真（４センチ×３センチ）１枚を持参してください。 

 

注意事項（Notice） 
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■FI212 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

スポーツプログラム１ 

(Sports Program 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
バドミントン 

担当者名 

（Instructor） 
西島 壮(NISHIJIMA TAKESHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMP1210 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
定員 40 名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

１．スポーツを通して心身ともに健康的な生活習慣を獲得し、コミュニケーション能力を育成する。 

２．バドミントンの基礎的技能を習得し、生涯にわたってバドミントンを楽しむことができる素養を身につける。 

 

授業の内容（Course Contents） 

バドミントンは、非常に軽いラケット・シャトルを用いるためラリーを続けやすく、初心者でも親しみやすいスポーツである。本授業

では、バドミントンの基礎的技能を習得するとともに、初心者・経験者が協同してゲーム（特にダブルス）を積極的に楽しむことを

目指す。さらに、科学的視点からバドミントンの技術を理解することや、戦術を模索するなど、一歩進んだスポーツの楽しみ方を

学ぶ。マナーや仲間との協力を大切にし、スポーツを通じたコミュニケーション能力の向上を目指す。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス（授業概要・留意事項などの説明）、バドミントンの基礎（特徴、歴史など） 

2. バドミントンにチャレンジ（シングルス、ダブルス） 

3. ストロークの極意１（サービス、アンダーハンド・ストローク） 

4. ストロークの極意２（スマッシュ、オーバーヘッド・ストローク） 

5. 基本フライトの習得 

6. ダブルスの基礎（ルール、得点方法など） 

7. ダブルス（団体戦） 

8. ダブルスのための応用練習１（ショットの緩急） 

9. ダブルスのための応用練習２（ローテーション） 

10. ダブルスのための応用練習３（攻守の切替） 

11. バドミントンを通じて身体のしくみを知る１（視覚、聴覚） 

12. バドミントンを通じて身体のしくみを知る２（体性感覚） 

13. ダブルス・リーグ戦 

14. 技能テスト、まとめ 

 

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

授業時間外学習の指示は、履修登録完了後に Blackboard上で履修者に対して行う。 

当該年度の定期健康診断を必ず受診すること。受診していないと、履修取消となる場合がある。  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への積極的な参加(60%)/技能テスト(10%)/最終レポート(Final Report)(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ない 

 

テキスト（Textbooks） 

必要に応じて配布する。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FI214 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

スポーツプログラム１ 

(Sports Program 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
クライミング 

担当者名 

（Instructor） 
水村 信二(MIZUMURA SHINJI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMP1210 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
定員 24 名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

本授業では，クライミングを通して「基礎知識習得及び基礎技術向上」，「コミュニケーション能力向上」，「段取り力向上」，及び

「自己効力感向上」を目指します。 

 

授業の内容（Course Contents） 

高さ約 4m，幅約 20mのクライミングウォールを用いて実施する初級者対象のクライミング授業です。壁に取り付けられた「ホール

ド」と呼ばれる突起物に手足をかけ，思考力と全身の筋肉を駆使しながら，あらかじめ決められた様々な課題（コース）に挑戦して

いきます。本授業から，「頑張ったら出来た！」という「達成感」や，「やれば出来るんだ！」といった「自己効力感」を得てください。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス(クライミングの危険性と安全対策)，体験クライミング 

2. ハンドワークとフットワーク，オブザベーションの重要性，課題に挑戦 

3. ムーヴ練習１（３点支持，正対立ち込み），課題に挑戦 

4. ムーヴ練習２（３点支持，振り），課題に挑戦 

5. ムーヴ練習３（ハイステップ），課題に挑戦 

6. ムーヴ練習４（手に足），課題に挑戦 

7. ムーヴ練習５（ヒールフック），課題に挑戦 

8. ムーヴ練習６（スメアリングとダイアゴナル），課題に挑戦 

9. ムーヴ練習７（デッドポイント），課題に挑戦 

10. ムーヴ練習８（ランジ），課題に挑戦 

11. ムーヴ練習９（フラッギング），アイマスククライミング 

12. コンペ（セッション方式，個人戦） 

13. コンペ（オンサイト方式，個人戦） 

14. コンペ（オンサイト方式，チーム戦），まとめ 

 

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

必要に応じて，授業中に指示する。 

なお，クライミングシューズは大学が用意します。 

当該年度の定期健康診断を必ず受診すること。授業初回に健康診断の受診の有無を確認する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業参加および取り組み姿勢(60%)/ログシート(30%)/提出物(10%) 

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ない 

 

テキスト（Textbooks） 

なし。授業中に資料を提示する。 

 

参考文献（Readings） 

なし。授業中に資料を提示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

http://www.climbing-net.com/ 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FI216 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

スポーツプログラム１ 

(Sports Program 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
はじめてのバレエ 

担当者名 

（Instructor） 
吉田 真咲(YOSHIDA MISAKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMP1210 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
定員 30 名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

クラシックバレエの基本ポジションやパ（＝ステップ）を体験し，習得することによって，正しい姿勢や自分の身体の動きをコントロ

ールする方法を身に付けていく。また，簡単なコンビネーションを行うことによって踊る楽しさを知ることを目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

クラシックバレエの入門者、初心者を対象に、基礎エクササイズを体験することから始め，簡単なコンビネーションを行い，振付け

られた簡単なグループ作品を踊り，発表する。各授業において、ストレッチングや筋コンディショニングも行う。また，クラシックバレ

エを行うことによって向上する体力について解説をする。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンスと作品鑑賞 

2. ストレッチングと筋コンディショニング 

3. バレエの基礎～足のポジション～ 

4. バレエの基礎～腕のポジション～ 

5. バレエの基礎～脚の動き１～ 

6. バレエの基礎～脚の動き２～ 

7. バレエの基本レッスン１ 

8. バレエの基本レッスン２ 

9. バレエの基本レッスン３ 

10. バレエの基本レッスンとコンビネーション１ 

11. バレエの基本レッスンとコンビネーション２ 

12. バレエの基本レッスンとコンビネーション３ 

13. 発表会 

14. まとめ 

 

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

必要に応じて，授業中に指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への出席および参加態度(80%)/技術の習熟度(20%) 

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ない 

 

テキスト（Textbooks） 

特になし。必要に応じて授業内で指示する。 

 

参考文献（Readings） 

特になし。必要に応じて授業内で指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

バレエ経験は不問。バレエシューズ，バレエウェアは特に必要ないが，動きやすい服装で参加すること。 

当該年度の定期健康診断を必ず受診すること。 

授業初回に健康診断の受診の有無を確認する。また，顔写真を持参すること 

初回は更衣の必要はない 

 

注意事項（Notice） 
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■FI217 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

スポーツプログラム１ 

(Sports Program 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
バドミントン 

担当者名 

（Instructor） 

中村 有紀(NAKAMURA YUKI) 

2018 年 7 月 24 日更新（担当者変更） 

【変更前】中村 大輔(NAKAMURA DAISUKE) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMP1210 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
定員 40 名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

バドミントンの基礎的な技術を身につけ，シングルスおよびダブルスのゲームが自分達でできるようになること。仲間との協調性

を養うとともに，バドミントンの魅力を理解し，心身ともに健康で豊かな生活を送ることができる態度や能力を育てること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

基礎技術の習得とゲームを中心に授業を展開するが，仲間との強調性や生涯スポーツとしてバドミントンを行う際に必要なコミュ

ニケーション能力にも着目しながら授業を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 始めの一歩 

3. 基本技術の習得 1 

4. 基本技術の習得 2 

5. 基本技術の習得 3 

6. 基本技術の習得 4 

7. ゲーム 1 (ルールと審判法 ダブルス） 

8. ゲーム 2 (ダブルス） 

9. ゲーム 3 (ダブルス） 

10. ゲーム 4 (シングルス） 

11. ゲーム 5 (シングルス） 

12. ゲーム 6 (団体戦） 

13. ゲーム 7 (団体戦） 

14. ゲーム 8 (団体戦） 

 

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

必要に応じて，授業中に指示する。 

実技ができるようにコンディションを整えること。 

当該年度の定期健康診断を必ず受診すること。授業初回に健康診断の受診の有無を確認する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業参加度および授業態度(70%)/技術の習得，向上(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ない 

 

テキスト（Textbooks） 

特になし。 

 

参考文献（Readings） 

特になし。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

スポーツを行う際のルールの遵守（道具，服装，設備の利用法）を求めます。 

 

注意事項（Notice） 
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■FI221 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

スポーツプログラム２         新座 

(Sports Program 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
トレーニング初級 

担当者名 

（Instructor） 
塩田 徹(SHIODA TORU) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMP1210 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
定員 40 名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

自己の体力レベルを知り，レベルと目的に合わせたトレーニングの理論と方法について，実践を通して理解を深める。 

 

授業の内容（Course Contents） 

体力強化やウェイトコントロールを目的としたトレーニングは，正しい運動処方に基づいた方法で行われなければ期待する効果を

生じることはない。この授業では初級者を対象にして，色々なトレーニングを実践してもらいながら目的に合わせたトレーニング理

論や運動処方について学習する。授業期間前半は各種トレーニングの理論と方法を各種トレーニングを通して学習し，後半は個

人の体力レベルや目的に合わせて各自のペースでトレーニングする。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンスとストレッチ 

2. トレーニングの目的と運動処方 

3. 体力測定とフィードバック 

4. ストレッチングの方法と効果 

5. 自重負荷トレーニングの方法と効果 

6. マシントレーニングの方法と効果 

7. バランスボールトレーニングの方法と効果 

8. エアロビックトレーニングの方法と効果 

9. 目的別トレーニング（筋肥大，筋パワー，持久力，ダイエット，バランス能力）１ 

10. 目的別トレーニング２ 

11. 目的別トレーニング３ 

12. 目的別トレーニング４ 

13. 目的別トレーニング５ 

14. 体力測定と授業効果の検討 

 

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

履修登録完了後に Blackboard上で準備課題を提示する。 

当該年度の定期健康診断を必ず受診すること。授業初回に健康診断の受診の有無を確認する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加態度(50%)/技術の理解度(30%)/授業内提出物(20%) 

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ない 

 

テキスト（Textbooks） 

必要に応じて授業時に配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 山本利春、2008、『スポーツコンディショニング』、ベースボールマガジン社 (ISBN:9784583100869) 

2. 有賀誠司、2010、『筋力トレーニング練習メニュー120』、池田書店 (ISBN:9784262163383) 

その他、授業時に紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

遅刻は厳禁。初回から着替えを持参すること。 

 

注意事項（Notice） 
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■FI231 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

スポーツプログラム２ 

(Sports Program 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
トレーニング初級 

担当者名 

（Instructor） 
村本 伸幸(MURAMOTO NOBUYUKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMP1210 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
定員 30 名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

トレーニングの種類・方法について理解を深め，体力向上や健康増進を図る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

毎回体脂肪率，筋量を測定する。目的別のトレーニング方法を解説後，各種のトレーニングの実践に入る。最後に，エアロバイク

を用いて積極的な脂肪燃焼を目指す。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 10 分程度，以下に示した内容について講習を行った後に実技に入る 

1．トレーニングの原理・原則 

2. 10 分程度，以下に示した内容について講習を行った後に実技に入る 

1．筋の構造，種類，特性 

3. 10 分程度，以下に示した内容について講習を行った後に実技に入る 

1．筋肥大のためのトレーニング 

4. 10 分程度，以下に示した内容について講習を行った後に実技に入る 

1．最大筋力向上のためのトレーニング 

5. 10 分程度，以下に示した内容について講習を行った後に実技に入る 

1．筋パワー向上のためのトレーニング 

6. 10 分程度，以下に示した内容について講習を行った後に実技に入る 

1．筋持久力向上のためのトレーニング 

7. 10 分程度，以下に示した内容について講習を行った後に実技に入る 

1．スタビリティートレーニング 

8. 10 分程度，以下に示した内容について講習を行った後に実技に入る 

1．チューブエクササイズ 

9. 10 分程度，以下に示した内容について講習を行った後に実技に入る 

1．股関節トレーニング 

10. 10 分程度，以下に示した内容について講習を行った後に実技に入る 

1．バランスボールエクササイズ 

11. 10 分程度，以下に示した内容について講習を行った後に実技に入る 

1．その他のトレーニング 

12. 各自トレーニング 

13. 各自トレーニング 

14. 各自トレーニング 

 

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

常日頃から健康状態を良好に保ち実技に対応できるようにする。 

当該年度の定期健康診断を必ず受診すること。授業初回に健康診断の受診の有無を確認する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(30%)/授業への参加態度や出席状況等(70%) 

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ない 

 

テキスト（Textbooks） 

プリントを配布します。 

 

参考文献（Readings） 

必要な場合は授業時に紹介します。 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 976 - 

■FI241 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

スポーツプログラム３         新座 

(Sports Program 3) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
テニス 

担当者名 

（Instructor） 
後藤 光将(GOTOU MITSUMASA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMP1210 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
定員 40 名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

テニスのルール・マナーを理解して，ストロークラリーが 20 回以上続けられること，および，ダブルスゲームがプレイできるように

なることを到達目標として設定します。 

 

授業の内容（Course Contents） 

テニスは老若男女問わず行うことができるスポーツの代表的な存在です。本授業では，テニスの基礎的技術練習を行い，ルー

ル，歴史，競技特性を理解しながら，仲間とのコミュニケーションを深めていきます。生涯にわたってテニスを実践できる素養を学

びます。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス，受講ルールの説明 

2. 送球マシーンを用いた練習，ショートラリー 

3. 送球マシーンを用いた練習，フォアハンドストローク 

4. 送球マシーンを用いた練習，バックハンドストローク 

5. 送球マシーンを用いた練習，ボレー，ミニゲーム 

6. 送球マシーンを用いた練習，サービス，スマッシュ 

7. 送球マシーンを用いた練習，ハーフコートでのシングルスゲーム 

8. 送球マシーンを用いた練習，3人対 3 人のゲーム 

9. ダブルスゲームの戦術 

10. シングルスゲームの戦術 

11. ダブルスのチャンピオンゲーム（1），歴史 

12. ダブルスのチャンピオンゲーム（2），ルール 

13. ダブルスのチャンピオンゲーム（3），マナー 

14. ダブルスのチャンピオンゲーム（4），まとめ 

 

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

テニスのルールを本やウェブサイトで予習しておいてください。 

受講にあたってテニスの経験や能力のレベルは問いません。 

当該年度の定期健康診断を必ず受診すること。授業初回に健康診断の受診の有無を確認する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業に取り組む態度(40%)/技術の向上度合(20%)/最終テスト(Final Test)(40%) 

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ない 

 

テキスト（Textbooks） 

特に指定しません。 

 

参考文献（Readings） 

1. 日本テニス協会、2015、『テニス指導教本Ⅰ』、大修館書店 (ISBN:4469267856) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FI242 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

スポーツプログラム３         新座 

(Sports Program 3) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
ソフトボール 

担当者名 

（Instructor） 
柳田 信也(YANAGIDA SHINYA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMP1210 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
定員 40 名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

スポーツ実践を通して，心身の健康増進とコミュニケーション能力の育成を目指す。また，そのために必要なソフトボールの基本

的ゲーム構造や魅力を理解し，それを基にゲームを仲間と楽しむことができる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

ソフトボールの基礎技術や基本的ゲーム構造を実践を通して学習する。また，スローピッチとファーストピッチによるゲームを体験

し，レクリエーションとしてのソフトボールと競技としてのソフトボールを実践する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 自己紹介，チーム編成，ボールを使ったレクリエーション 

2. キャッチボールの基礎とキャッチボールゲーム 

3. バッティングの基礎と応用 

4. スローピットとファーストピッチ 

5. スローピッチゲーム体験 

6. ファーストピッチゲーム体験 

7. バント・バスターゲームおよびソフトボールオフィシャルルールの理解 

8. スローピッチリーグ戦① 

9. スローピッチリーグ戦② 

10. スローピッチリーグ戦③ 

11. チーム練習（シート打撃・シートノック） 

12. ファーストピッチゲーム 

13. ファーストピッチゲーム 

14. 学校体育ソフトボール（ティーボール）体験 

 

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

日常的にコンディションを整えて受講する。 

当該年度の定期健康診断を必ず受診すること。授業初回に健康診断の受診の有無を確認する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

参加態度(60%)/技術（コミュニケーションを含む）の向上度(30%)/最終レポート(Final Report)(10%) 

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ない 

 

テキスト（Textbooks） 

特に指定しない。テキストや資料について質問があれば随時対応する。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FI243 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

スポーツプログラム３         新座 

(Sports Program 3) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
バスケットボール 

担当者名 

（Instructor） 
石原 明美(ISHIHARA AKEMI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMP1210 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
定員 30 名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

競技経験や性別を問わず楽しく積極的に身体運動をする事によりバスケットボールの特性を理解し，基本的な技術， 戦術の習

得を図ることを目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

本授業ではドリルを多く取り入れて基礎的個人技術を習得していき，ミニゲームを数多く行い，更に必要となる基本的な集団技

術，戦術を理解してレベルアップを図る。ゲームがスムーズに行えるようにルール，審判法も学習していく。室内で授業を実施す

る。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

基礎的個人技術（シュート,ドリブル,パス,リバウンド,ピボット）のドリル,ミニゲーム 

2. 基礎的個人技術(シュート,ドリブル,パス,リバウンド,ピボット)のドリル,ミニゲーム 

3. 基礎的個人技術(シュート,ドリブル,パス,リバウンド,ピボット)のドリル,ミニゲーム 

4. 基礎的集団技術（オフェンス戦術,ディフェンス戦術を含めて２対２,３対３）のドリル,ミニゲーム 

5. 基礎的集団技術（オフェンス戦術,ディフェンス戦術を含めて２対２,３対３）のドリル,ミニゲーム 

6. 基礎的集団技術（オフェンス戦術,ディフェンス戦術を含めて２対２,３対３）のドリル,ミニゲーム 

7. グループ分け,ルール理解,審判法,リーグ戦ゲーム 

8. グループ分け,ルール理解,審判法,リーグ戦ゲーム 

9. グループ分け,ルール理解,審判法,リーグ戦ゲーム 

10. グループ分け,ルール理解,審判法,リーグ戦ゲーム 

11. グループ分け,ルール理解,審判法,リーグ戦ゲーム 

12. グループ分け,ルール理解,審判法,リーグ戦ゲーム 

13. リーグ戦まとめ  成績評価 実技テスト 

14. リーグ戦まとめ  成績評価 実技テスト 

 

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

必要に応じて，授業中に指示する。 

バスケットボールの競技経験の有無，男女差は問わない。初心者から経験者まで競技を楽しめるレベルで学習していく。 

バスケットボールシューズまたは室内用のスニーカーシューズを用意すること。 

当該年度の定期健康診断を必ず受診すること。授業初回に健康診断の受診の有無を確認する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業理解度(35%)/授業参加態度(25%)/実技の習得度(25%)/提出物(15%) 

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ない 

 

テキスト（Textbooks） 

適時プリント配布。 

 

参考文献（Readings） 

1. 日本バスケットボール協会編、『バスケットボール指導教本』改訂版上巻、大修館書店 (ISBN:ISBN978-4-469-26762-4) 

2. 小野秀二監修、『考える力を伸ばす｢バスケットボール練習メニュー200｣』、池田書店 

3. 日本バスケットボール協会編、『バスケットボール指導教本』改訂版 下巻、大修館書店 (ISBN:ISBN978-4-469-26802-7) 

4. 鈴木良和、『バスケットボールの教科書１』、ベースボールマガジン社 (ISBN:ISBN978-4-583-11058-5) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■FI244 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

スポーツプログラム３         新座 

(Sports Program 3) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
卓球 

担当者名 

（Instructor） 
金子 和正(KANEKO KAZUMASA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMP1210 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
定員 40 名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

授業を通しての練習を繰り返すことによって卓球の技術が向上していくことを学びます。 

 

授業の内容（Course Contents） 

前半は，基礎的な技術を習得し，ダブルスのゲームを中心に展開していきます。ゲームの展開や試合運びを習得した後，シング

ルスでのゲームを経験していきます。ゲームの作戦を組み立てたり，試合運びを考えたりと卓球のゲームの面白さを経験します。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. グリップの特性と自分にあったグリップを見つける 

2. フォアハンドでの打ち込み 

3. バックハンドでの打ち込み 

4. フォアとバックを自在に打てるようにしよう 

5. 相手に対応した動きを身につける 

6. ゲームでフォアハンドとバックハンドを使う 

7. サーブのいろいろ 

8. サーブからスマッシュまでを一連の動きの中で習得する 

9. シングルスゲームの試合運び 

10. シングルスゲームの展開 

11. ゲームの展開方法と試合運びを総合的に学習する 

12. ミックスダブルスの展開Ⅰ 

13. ミックスダブルスの展開Ⅱ 

14. まとめ 

 

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

必要に応じて，授業中に指示します。 

当該年度の定期健康診断を必ず受診すること。授業初回に健康診断の受診の有無を確認する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業参加度および授業態度(80%)/技術習熟度(20%) 

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ない 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

いろいろなメディアを通して卓球に触れよう。機会があったら積極的にプレイしましょう。 

 

注意事項（Notice） 
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■FI251 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

スポーツプログラム３ 

(Sports Program 3) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
フロアボール 

担当者名 

（Instructor） 
安松 幹展(YASUMATSU MIKINOBU) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMP1210 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
定員 24 名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

フロアボール（ユニホック）は，スティックを使ってプラスチック製のボールを相手チームのゴールに入れて得点を争う，室内で行う

ホッケーのことである。フロアボールは脂肪の燃焼に有効な有酸素運動と筋肉や骨を強化する無酸素運動の両方を兼ね備えた

運動である。フロアボールの種目特性を理解し, フロアボールを生涯スポーツとして身につけることを目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

基本的には,ゲームを中心とした内容になるが，毎回テーマを設定して,テーマに沿ったウォーミングアップから様々なゲームを行

う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス（ルールの理解）・試しのゲーム 

2. 基礎技術 1（スティックコントロール） 

3. 基礎技術 2（様々なショットとレシーブ） 

4. 基礎技術 3（シュートブロック・ゴールキーピング） 

5. 個人攻撃戦術（ドリブルスキル） 

6. 個人守備戦術（１対１の守備・クリア） 

7. グループ攻撃戦術 1（パスワーク） 

8. グループ攻撃戦術 2（ゴール裏の活用） 

9. グループ守備戦術 1（パスカット） 

10. グループ守備戦術 2（カバーリング） 

11. チーム攻撃戦術 1（システム・速攻と遅攻） 

12. チーム攻撃戦術 2（GK を利用した攻撃） 

13. チーム守備戦術（システム・マンツーマンとゾーン） 

14. リーグ戦 

 

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

休み時間などの空いている時間に，スティックコントロールを各自で練習しておくこと。 

 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加態度(70%)/技術の習熟度(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ない 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

初回から，屋内で運動のできる服装・靴（床面が黒以外のもの）を用意すること。 

当該年度の定期健康診断を必ず受診すること。授業初回に健康診断の受診の有無を確認する。 

 

注意事項（Notice） 
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■FI252 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

スポーツプログラム３ 

(Sports Program 3) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
バレーボール 

担当者名 

（Instructor） 
村本 伸幸(MURAMOTO NOBUYUKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMP1210 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
定員 30 名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

チームワークを大切にしてボールをつなぎ，ラリーが継続できるようにする。相手とのラリーを制することにより， 仲間との一体感

を得る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

個人のスキルをアップさせる。簡単なスキルテストを実施して，各チーム力を均等化する場合もある。３対３のミニゲームによって

バレーの連携を学習した後，６人制のゲームを行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 以下の内容を授業前半に行った後，ゲームに入る 

１）ボール慣れのためのドリル 

2. 以下の内容を授業前半に行った後，ゲームに入る 

１）パス（フォーム確認） 

3. 以下の内容を授業前半に行った後，ゲームに入る 

１）対人パス（オーバー＆アンダー） 

4. 以下の内容を授業前半に行った後，ゲームに入る 

１）対人パス（ビジョントレーニング） 

5. 以下の内容を授業前半に行った後，ゲームに入る 

１）対人レシーブ（強打＆軟打） 

6. 以下の内容を授業前半に行った後，ゲームに入る 

１）トス＆スパイク 

7. 以下の内容を授業前半に行った後，ゲームに入る 

１）サーブ＆サーブレシーブ 

8. 以下の内容を授業前半に行った後，ゲームに入る 

１）３対３のミニゲーム 

9. 以下の内容を授業前半に行った後，ゲームに入る 

１）ブロック 

10. ゲーム中心 

11. ゲーム中心 

12. ゲーム中心 

13. ゲーム中心 

14. ゲーム中心 

 

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

遅刻は厳禁。怪我や傷害が起きないためにも事前に体調を整えておく。 

当該年度の定期健康診断を必ず受診すること。授業初回に健康診断の受診の有無を確認する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(30%)/授業への参加態度や出席状況等(70%) 

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ない 

 

テキスト（Textbooks） 

特に指定しない。 

 

参考文献（Readings） 

必要な際は授業時に紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■FI254 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

スポーツプログラム３ 

(Sports Program 3) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
バスケットボール 

担当者名 

（Instructor） 
依田 珠江(YODA TAMAE) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMP1210 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
定員 30 名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

バスケットボールの基本技術を身につけ，ゲームを楽しむ。バスケットボールというチームスポーツを通してコミュニケーションの

重要性を理解し、自主性や協調性を養う。また生涯を通してスポーツに親しむ足がかりとする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

バスケットボールのシュート・パス・ドリブル等の基礎技術を習得し、基本的なルールを理解し、毎週ゲームをする。チームの仲間

とコミュニケーションをとり、教えあい、バスケットボールのゲームを楽しみながら、改善点などを見つけてレベルアップを目指す。

履修生同士のコミュニケーション向上のため、毎週、チームは組み替える。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 自己紹介、ウォーミングアップの後、ゲーム 

2. シュート、パス、ドリブルの基礎練習①、ゲーム 

3. シュート、パス、ドリブルの基礎練習②、ゲーム 

4. シュート、パス、ドリブルの基礎練習③、ゲーム 

5. パス＆ラン①、ゲーム 

6. パス＆ラン②、ゲーム 

7. パス＆ラン③、ゲーム 

8. スクリーン①、ゲーム 

9. スクリーン②、ゲーム 

10. ２対２のオフェンス・ディフェンス、ゲーム 

11. 速攻、ゲーム 

12. ゲーム 

13. ゲーム 

14. ゲーム 

 

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

コンディションを整えておくこと。 

当該年度の定期健康診断を必ず受診すること。授業初回に健康診断の受診の有無を確認する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

参加態度(60%)/技術の向上度(40%) 

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ない 

 

テキスト（Textbooks） 

特に指定しない。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FI255 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

スポーツプログラム３ 

(Sports Program 3) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
フラッグフットボール 

担当者名 

（Instructor） 
伊藤 雅敏(ITO MASATOSHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMP1210 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
定員 30 名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

アメリカンフットボール型のチームスポーツを通じて，コミュニケーション能力の重要性・Leadership スキルの構築を目指します。チ

ームで作戦を立案・実践・修正を繰り返しながら，目標到達の醍醐味を実感します。 

 

授業の内容（Course Contents） 

フラッグフットボールはアメリカンフットボールの身体接触を排除して，性別・年齢に関係なく，誰でもチームに参画できるスポーツ

です。役割分担の明確化によってメンバー各々が、如何に「チームに貢献出来るか」をテーマとして授業をすすめます。クラスをチ

ーム分けし，戦術・作戦を練り，効果的な方法を模索しながらゲームを楽しみます。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. ルール説明 

3. 基本的技術練習（ハドル・しっぽ取り） 

4. 基本的技術練習（エクスチェンジ） 

5. Offence Play(Run) 

6. Offence Play(Pass) 

7. 守備の概念・実践 

8. 作戦・戦術確認 

9. 審判法 

10. リーグ戦 

11. リーグ戦 

12. リーグ戦 

13. リーグ戦 

14. 振り返り 

 

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

必要に応じて，授業中に指示します。 

当該年度の定期健康診断を必ず受診すること。授業初回に健康診断の受診の有無を確認する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(20%)/出席と授業での活動参加(80%) 

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ない 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

なし 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FI301 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

スポーツプログラム４ 

(Sports Program 4) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
クライミング 

担当者名 

（Instructor） 
西谷 善子(NISHITANI YOSHIKO) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMP1210 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
定員 24 名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

クライミングを通して，自分の身体の機能や動き等を学びながら，自らの心身と向き合い，仲間とともに生涯を通じてスポーツを楽

しむ力を養うことを目標とします。 

 

授業の内容（Course Contents） 

クライミングは，本来自然の岩場で行われるスポーツでしたが， 人工のクライミングウォールやホールド（壁についている石）の進

化により，フィットネス感覚で気軽に楽しめるようになりました。また，2016 年にはスポーツクライミングが 2020 年の夏季五輪での

追加競技に承認され，より注目を集めています。 

本授業では，クライミングの中の「ボルダリング」種目を中心に授業を展開し，クライミングに必要な基礎知識を学びながら，自身

の身体の機能や動き等の理解を深めます。また，仲間とともに自分たちの力で楽しさとやりがいを感得できるよう，グループワー

クも取り入れていきます。 

 

日程：8 月 27 日（月）～8月 30日（木）（日帰り） 

時間：10:00～17:00（昼休み 12:00～13:00） 

場所：池袋キャンパス 

   ポール・ラッシュ・アスレティックセンター 

 

※毎回，ウォーミングアップで簡単な技術練習を行った後，各傾斜の壁をローテーションで登りながら理解を深めます。授業進行

状況に合わせて順序，内容を変更することがあります。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. クライミング概論 

2. クライミングの安全対策 

3. 技術；足の置き方１ 

4. 技術；足の置き方２ 

5. 技術；ホールドの持ち方 

6. 戦術；ルートを読む１（オブザベーションの重要性） 

7. 戦術；ルートを読む２（オブザベーションの重要性） 

8. 技術；ムーブ 

9. 応用；課題を作ってみる１ 

10. 応用；課題を作ってみる２ 

11. 中間実技テスト（理解度・達成度チェック） 

12. 応用；課題を作ってみる３ 

13. 実践；競技クライミング１；ボルダリング 

14. 実践；競技クライミング２；ボルダリング 

15. まとめ，レポート提出 

 

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

・必要に応じて，授業中に指示します。 

・クライミング経験は問いません。 初心者でも OKです。 

・初回～数日間は様々な部分（特に前腕部）が筋肉痛になります。 

・各種目に適切な服装や靴，またメガネの着用については担当教員の指示に従ってください。 

・当該年度の定期健康診断を必ず受診すること。授業初回に健康診断の受診の有無を確認する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席および授業参加度(60%)/理解・達成度(20%)/最終レポート(Final Report)(20%) 

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ない 
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テキスト（Textbooks） 

特定のテキストは使用しませんが，必要に応じて参考資料を配布して授業を進めます。 

興味がある人は『フリークライミングはじめました。 : ボルダリングから本格クライミングまで』（西谷監修）を読むと授業の様子が

分かります。授業を選択する前にぜひ読んでみてください。 

 

参考文献（Readings） 

授業の中で適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FI401 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

スポーツスタディ１         新座 

(Sports Study 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
レクリエーショナルスポーツ 

担当者名 

（Instructor） 
金子 和正(KANEKO KAZUMASA) 

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） 
CMP1220 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
定員 40 名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

競技スポーツとは違ったスポーツの楽しさを経験します。子供たちが遊んでいる遊びを方法を変えるだけで大人が楽しめることを

学びます。 

 

授業の内容（Course Contents） 

日本の伝承的な遊びから始まって，競技スポーツの準備運動でも使えるゲーム，さらに冒険的なゲームも経験していきます。ゲ

ームの楽しさを中心に実施後の爽やかさを大切に展開します。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. アイスブレークゲーム 

2. イニシアチブゲーム１ 

3. イニシアチブゲーム２ 

4. 室内で行うニューゲーム１ 

5. 室内で行うニューゲーム２ 

6. 室内で行うニューゲーム３ 

7. 屋外で行うニューゲーム１ 

8. 屋外で行うニューゲーム２ 

9. 屋外で行うニューゲーム３ 

10. チーム力を高めるゲーム１ 

11. チーム力を高めるゲーム２ 

12. ゲームを考えよう 

13. ゲーム作りと実践 

14. まとめ 

 

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

必要に応じて，授業中に指示します。 

当該年度の定期健康診断を必ず受診すること。授業初回に健康診断の受診の有無を確認する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業参加度および授業態度(80%)/技術習熟度(20%) 

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ない 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

ゲームはいろいろな場面で活躍しています。コミュニケーションつくりから競技力アップまで様々です。ゲームに対する考え方を変

えていきましょう。 

 

注意事項（Notice） 
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■FI402 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

スポーツスタディ１         新座 

(Sports Study 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
レクリエーショナルスポーツ 

担当者名 

（Instructor） 
杉本 亮子(SUGIMOTO RYOUKO) 

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） 
CMP1221 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
定員 40 名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

Through playing the ball games and having discussions, students will learn how to arrange rules and equipment depending on 

varieties of age, gender and physical strength of participants. 

In addition, students will have opportunities to develop communication skills in English. 

 

授業の内容（Course Contents） 

First of all, students will play several sports including new sports together. Then you will be divided into some groups and play a 

ball game and discuss how you can arrange rules and equipment to please each participant safely and effectively.  

You will basically communicate with each other in English in this course. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction and playing Dodge ball 

2. Soft volleyball: Using various kinds of balls 

3. Soft volleyball and Indiaca: Discussing about the rules 

4. Badminton: Playing doubles game 

5. Badminton: Arranging the rules and equipment 

6. Portball: Discussing the rules and the equipment 

7. Portball: Discussing the safety 

8. Ultimate: Practicing throwing and catching disc 

9. Ultimate: Discussing the area and the rules 

10. Unihock: Practicing how to use the equipment safely 

11. Unihock: Discussing the equipment and the manner 

12. Minifootball: Discussing the rules, the equipment and the area 

13. Minifootball: Discussing the safety and the manner 

14. Submit report and playing a ball game 

 

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

Students must complete a medical examination. 

Changing clothes and wearing indoor shoes are required. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(35%)/Class attendance and attitude in class(55%)/Assignment(10%) 

If you are not attending more than 2/3, you will not be eligible for grade assessment. 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FI403 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

スポーツスタディ１         新座 

(Sports Study 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
太極拳 

担当者名 

（Instructor） 
劉 志(RYU SHI) 

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） 
CMP1220 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
定員 30 名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

教材とする 24 式太極拳特有の柔らかく緩やかな動きと呼吸，そして意識までをも調和させる中で，自己の「からだ」をみつめ直

し，生涯にわたる健康づくりについて考える。 

 

授業の内容（Course Contents） 

太極拳は中国に起源をもち，長い歴史を有する武術であり健康法である。技術の習得に向け，個人練習のみならず， 教えあう

中での技術向上と同時に他者とのコミュニケーションを図ることを目指し，グループでの練習も行う。また，講義を授業期間の１／

３程度行う。講義では，現代人にとっての運動・スポーツの必要性について様々な角度から考えいく。太極拳は「楽しい」けれど，

24 動作を習得するのは「楽」ではないかもしれない。毎回新しい動作を学ぶことになるので，できるだけ欠席のないことが望まし

い。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 太極拳とは 

2. 基本姿勢の習得，起勢，左右野馬分鬃 

3. 白鶴亮翅，左右楼膝拗歩 

4. 手揮琵琶，左右倒巻肱 

5. 左攬雀尾，右攬雀尾 

6. 単鞭，雲手，単鞭 

7. 高探馬，前半の復習 

8. 右蹬脚，双峰貫耳，転身左蹬脚 

9. 左下勢独立，右下勢独立 

10. 左右穿梭，海底針，閃通臂，グループ練習 

11. 転身搬欄捶，如封似閉，十字手，収勢，グループ練習 

12. 後半の復習，グループ練習 

13. グループ練習 

14. テスト 

 

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

必要に応じて，授業中に指示する。 

当該年度の定期健康診断を必ず受診すること。授業初回に健康診断の受診の有無を確認する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(30%)/最終レポート(Final Report)(20%)/授業への参加態度(50%) 

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ない 

 

テキスト（Textbooks） 

特に指定しない。必要に応じて資料を配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 日本武術太極拳連盟、2013年、『太極拳実技テキスト』、日本武術太極拳連盟 

日本武術太極拳連盟編『太極拳実技テキスト』（日本武術太極拳連盟 2013 年 2,000 円） 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

初回より更衣が必要である。かかとの厚くない室内用シューズを用意すること。積極的に授業に参加することが望ましい。 

初回に持参が必要なもの：縦４㎝×横３㎝の顔写真（スナップ写真可とするので、現在の容姿にできるだけ近いもの）、通学定期

乗車券発行控、スポーツウエア、スポーツシューズ、太極拳を学ぼうという意欲 

 

注意事項（Notice） 
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■FI404 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

スポーツスタディ１         新座 

(Sports Study 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
長拳 

担当者名 

（Instructor） 
劉 志(LIU ZHI) 

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） 
CMP1220 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
定員 30 名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

初級長拳第三路の習得を通して、武術としての身体、意識、呼吸を認識し、理解し、三者を整えて一体とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

長拳は中国武術である。その内容は多種多様であり、手型、手法、歩型、身法、腿法をはじめ、バランス及び翻騰跳躍などが含

まれる。長拳の動作はゆったりと大きく、関節の可動範囲が広いため、筋肉と靭帯の柔軟性、弾力性などに良い作用をする。 

技術を習得するため全体練習と個人練習を行う他、グループに分けて練習することによって、他者とのコミュニケーションを図る。 

初級長拳三路は三十二の動作で構成され、すべてを習得するのは決して楽ではないが、チャレンジ精神を持って、ともに目標達

成を目指したい。 

 

 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 長拳とは、基本技法を紹介 

2. 起勢，弓歩衝拳，弾腿衝拳，馬歩衝拳 

3. 弓歩衝拳，弾腿衝拳，大躍歩前穿 

4. 弓歩撃掌，馬歩架掌，虚歩栽拳，提膝穿掌 

5. 仆歩穿掌，虚歩挑掌，馬歩撃掌，叉歩雙擺掌，弓歩撃掌 

6. 転身踢腿馬歩盤肘，竭歩掄砸拳，仆歩亮掌，前半の復習 

7. 弓歩劈拳，換跳歩弓歩衝拳，馬歩衝拳，弓歩下衝拳 

8. 叉歩亮掌側踹腿，虚歩挑拳，弓歩頂肘 

9. 転身左拍脚，右拍脚，騰空飛脚，竭歩下衝拳 

10. 仆歩掄臂拳，提膝挑掌，提膝劈掌弓歩衝拳 

11. 収勢，後半の復習，グループ練習 

12. 全体復習，グループ練習 

13. グループ練習 

14. テスト 

 

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

必要に応じて、授業中に指示する。 

当該年度の定期健康診断を必ず受診すること。 

授業初回に健康診断の受診の有無を確認する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(30%)/最終レポート(Final Report)(20%)/授業への参加態度(50%) 

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ない 

 

テキスト（Textbooks） 

特に指定しない。必要に応じて資料を配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 呉彬、何瑞虹、李巧玲編著  馮暁佳訳、2008 年、『長拳-入門とレベルアップ』、中国人民体育出版社/ベースボール・マガジ

ン社監修 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

初回より更衣が必要である。かかとの厚くない室内用シューズを用意すること。積極的に授業に参加することが望ましい。 

初回に持参が必要なもの：縦 4cm×横 3cmの顔写真(スナップ写真可とするので、現在の容姿にできるだけ近いもの)、通学定期

乗車券発行控、動きやすいスポーツウェア、スポーツシューズ、長拳を学ぼうという意欲。 
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注意事項（Notice） 
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■FI421 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

スポーツスタディ１ 

(Sports Study 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
アダプテッドスポーツ 

担当者名 

（Instructor） 
堀江 航(HORIE WATARU) 

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） 
CMP1220 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
定員 24 名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

アダプテッドスポーツ（障害者スポーツ）への理解を深め、障害の有無にかかわらずスポーツを楽しむ能力を養う。スポーツ活動

を通して、コミュニケーションスキル、自己表現、リーダーシップ等一般社会において必要とされる能力を養う。  

 

授業の内容（Course Contents） 

車椅子スポーツを中心とした実技の他に、グループプレゼンテーションの作成、発表を実施する。  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 車椅子スポーツ① 

3. 車椅子スポーツ① 

4. 車椅子スポーツ① 

5. 車椅子スポーツ①まとめ 

6. 車椅子スポーツ② 

7. 車椅子スポーツ② 

8. 車椅子スポーツ② 

9. 車椅子スポーツ②まとめ 

10. その他のアダプテッドスポーツ  

11. その他のアダプテッドスポーツ  

12. グループプレゼンテーション作成・発表  

13. グループプレゼンテーション作成・発表  

14. まとめ 

 

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

当該年度の定期健康診断を必ず受診すること。授業初回に健康診断の受診の有無を確認する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席及び授業態度(30%)/実技(30%)/グループプレゼンテーション(30%)/クイズ(10%) 

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ない 

 

テキスト（Textbooks） 

使用しない。必要に応じて資料を配布する。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FI422 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

スポーツスタディ１ 

(Sports Study 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
レクリエーショナルスポーツ 

担当者名 

（Instructor） 
マックグラス(MCGRATH,KELLY F.) 

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） 
CMP1221 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
定員 30 名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

Students will learn the basic skills and rules guiding a variety of recreational activities, in addition to developing English 

communication skills. Students will gain an understanding of how positive lifestyle changes through exercise can enhance an 

individual’s physical, mental and social well-being. Students will develop the ability to manage a personalize fitness program by 

following the F.I.T.T, guidelines. 

 

授業の内容（Course Contents） 

Instruction for this course will be conducted in English. The recreational activities covered are grouped into three categories: 

ball sports (table tennis, mini tennis, floor hockey), studio activities (yoga, and balance ball) and conditioning (circuit training). 

Guidelines for the promotion of the fitness elements of flexibility, strength and endurance will be covered at the beginning of 

class. In addition, mindfulness training (MT) will be introduced as a strategy to increase awareness of healthy habits and 

promote greater wellness. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Review facility guidelines, evaluation and complete health screening. 

2. Table Tennis -  Introduce static and dynamic stretching. 

3. Table Tennis -  Introduce ballistic and PNF stretching. 

4. Yoga - Pilates - Introduce mindfulness strategies for promoting awareness and attention to body sensations (kinesthetic 

sense). 

5. Yoga - Power - Expand mindfulness strategies for promoting awareness and attention to body sensations (kinesthetic 

sense), and introduce activities to promote mindful concentration. 

6. Circuit Training - Introduce F.I.T.T. principle guidelines for strength training. 

7. Circuit Training - Introduce outline for report. 

8. Mini Tennis  

9. Mini Tennis 

10. Exercise ball - Introduce F.I.T.T. principle guidelines for flexibility. 

11. Exercise ball - Introduce F.I.T.T. principle guidelines for endurance training. 

12. Floor Hockey 

13. Floor Hockey 

14. Table Tennis / Submit Report 

 

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

Students must complete a medical examination and the pre-screeening form prior to exercise. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Class attendance and participation(60%)/最終レポート(Final Report)(15%)/Effort(25%) 

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ない 

 

テキスト（Textbooks） 

None 

 

参考文献（Readings） 

Handouts will be provided in class. 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FI423 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

スポーツスタディ１ 

(Sports Study 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
レクリエーショナルスポーツ 

担当者名 

（Instructor） 
マックグラス(MCGRATH,KELLY F.) 

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） 
CMP1221 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
定員 30 名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

Students will learn the basic skills and rules guiding a variety of recreational activities, in addition to developing English 

communication skills. Students will gain an understanding of how positive lifestyle changes through exercise can enhance an 

individual’s physical, mental and social well-being. Students will develop the ability to manage a personalize fitness program by 

following the F.I.T.T, guidelines. 

 

授業の内容（Course Contents） 

Instruction for this course will be conducted in English. The recreational activities covered are grouped into three categories: 

ball sports (table tennis, mini tennis, floor hockey), studio activities (yoga, and balance ball) and conditioning (circuit training). 

Guidelines for the promotion of the fitness elements of flexibility, strength and endurance will be covered at the beginning of 

class. In addition, mindfulness training (MT) will be introduced as a strategy to increase awareness of healthy habits and 

promote greater wellness. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Review facility guidelines, evaluation and complete health screening. 

2. Table Tennis -  Introduce static and dynamic stretching. 

3. Table Tennis -  Introduce ballistic and PNF stretching. 

4. Yoga - Pilates - Introduce mindfulness strategies for promoting awareness and attention to body sensations (kinesthetic 

sense). 

5. Yoga - Power - Expand mindfulness strategies for promoting awareness and attention to body sensations (kinesthetic 

sense), and introduce activities to promote mindful concentration. 

6. Circuit Training - Introduce F.I.T.T. principle guidelines for strength training. 

7. Circuit Training - Introduce outline for report. 

8. Mini Tennis  

9. Mini Tennis 

10. Exercise ball - Introduce F.I.T.T. principle guidelines for flexibility. 

11. Exercise ball - Introduce F.I.T.T. principle guidelines for endurance training. 

12. Floor Hockey 

13. Floor Hockey 

14. Table Tennis / Submit Report 

 

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

Students must complete a medical examination and the pre-screeening form for exercise. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Class attendance and participation(60%)/最終レポート(Final Report)(15%)/Effort(25%) 

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ない 

 

テキスト（Textbooks） 

None 

 

参考文献（Readings） 

Handouts will be provided in class. 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FI424 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

スポーツスタディ１ 

(Sports Study 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
レクリエーショナルスポーツ 

担当者名 

（Instructor） 
依田 珠江(YODA TAMAE) 

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） 
CMP1220 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
定員 30 名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

レクリエーショナルスポーツの基礎および方法を身につけ，場所やメンバーに応じてルールや道具を工夫し、参加者全員が楽し

むことを通して生涯スポーツの実践につなげる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

室内で行うことのできるスポーツを取り上げる。毎回担当者３〜４名を決め，ある種目について成り立ちや内容を紹介し、ルール

や使用する道具を応用して楽しむ方法を考え，それを全員で実践する。また学生同士のコミュニケーションを深めるため，実践の

際は毎時間、グループやチームを新たに作る。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 自己紹介 コミュニケーションゲーム 

2. 卓球（シングルス） 

3. 卓球（ダブルス） 

4. ユニホック① 

5. ユニホック② 

6. キンボール① 

7. キンボール② 

8. ボッチャ 

9. インディアカ 

10. スポーツ吹き矢 

11. ドッジビー 

12. ドッジボール 

13. ゴールボール 

14. フットサル 

 

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

参加する学生，場所に応じてその回の担当者（グループ）はルールや道具の応用を考え，練習方法などを発表する。レジュメを用

意すること。 

当該年度の定期健康診断を必ず受診すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(25%)/発表（準備・実施）(25%)/授業への参加態度(50%) 

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ない 

 

テキスト（Textbooks） 

特に指定しない。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FI425 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

スポーツスタディ１ 

(Sports Study 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
レクリエーショナルスポーツ 

担当者名 

（Instructor） 
高橋 健太郎(TAKAHASHI KENTARO) 

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） 
CMP1220 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
定員 30 名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

レクリエーショナルスポーツの基礎および方法を身につけ，場所やメンバーに応じてルールや道具を工夫し楽しむことを通して生

涯スポーツの実践につなげる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

室内で行うことのできるスポーツを取り上げる。毎回担当者３〜４名を決め，ある種目をルールや使用する道具を応用して楽しむ

方法を考え，発表し，それを全員で実践する。また学生同士のコミュニケーションを深めるため，実践の際は毎時間グループやチ

ームを新たに作る。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 自己紹介 コミュニケーションゲーム 

2. 卓球① 

3. 卓球② 

4. ユニホック① 

5. ユニホック② 

6. ボッチャ 

7. バドポン 

8. シッティングバレーボール 

9. ジャグリング 

10. スポーツ吹き矢 

11. フットサル① 

12. フットサル② 

13. ドッジビー① 

14. ドッジビー② 

 

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

参加する学生，場所に応じてその回の担当者（グループ）はルールや道具の応用を考え，発表する。レジュメを用意すること。 

当該年度の定期健康診断を必ず受診すること。授業初回に健康診断の受診の有無を確認する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(25%)/発表（準備・実施）(25%)/授業への参加態度(50%) 

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ない 

 

テキスト（Textbooks） 

特に指定しない。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FI427 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

スポーツスタディ１ 

(Sports Study 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
太極拳 

担当者名 

（Instructor） 
劉 立凡(RYU RIFAN) 

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） 
CMP1220 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
定員 30 名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

豊かな大学生活を送れるように健康づくり，運動不足の解消，体力アップを目指す。太極拳を通して運動能力を高め，それを楽し

む素養を身に付ける。 

 

授業の内容（Course Contents） 

健康を維持・増進させるための科学的知識を理解し，太極拳を通して，調心，調息，調身を中心としてトレーニングを行い，一つ

一つの基本動作からスムーズに流れるまでゆっくりとして動く，虚実バランス身体運動を練習する。また，太極拳の背景について

心身統一，養生思想も学ぶ。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 太極拳の基本トレーニング 

2. 太極拳の起勢，左右野馬分そう 

3. 白鶴亮翅，左右楼膝拗歩 

4. 手揮琵琶，左右倒巻肱 

5. 左攬雀尾，右攬雀尾 

6. 単鞭，雲手，単鞭 

7. 高探馬，右登脚，双峰貫耳 

8. 転身左登脚，左下勢独立 

9. 右下勢独立，左右穿梭 

10. 海底針，閃通臂 

11. 転身搬攬捶，如封似閉 

12. 十字手，収勢 

13. 全体復習トレーニング 

14. グループごとの発表 

 

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

必要に応じて，授業中に指示する。 

運動しやすい服装。 

当該年度の定期健康診断を必ず受診すること。授業初回に健康診断の受診の有無を確認する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

技術の習得度、受講態度、出席状況など(70%)/学期末レポート(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ない 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

著者楊進など『太極拳と呼吸の科学』（発行人池田哲雄 発行所株式会社ベースボール・マガジン社） 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FI451 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

スポーツスタディ２         新座 

(Sports Study 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
セルフケア・エクササイズ 

担当者名 

（Instructor） 
大石 友子(OOISHI TOMOKO) 

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） 
CMP1220 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
定員 40 名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「自分自身とも環境とも調和して生きる」，この現代社会の命題に，ヨガを手掛かりにアプローチする。ヨガの理論を概観した上で，

運動と呼吸法の基礎を学び，各自が自己の心身の状態に気付き，理解し，整え，鍛えるための継続可能なボディワークとして習

得する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

講義では，ヨガの基礎知識と基本原理の概説を行う。実習では，１）６領域の基本的アーサナ（運動）とそのバリエーション，２）基

本的なプラナヤーマ（呼吸法）の解説を行い，実践する。セッションは十数種のアーサナを組合せた流れで行うが，毎回一つの主

要テーマにスポットを当てて取り組む。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス、および「太陽礼拝」実習 

2. 立位とバランス／講義：ヨガの基礎知識（略史・思想・分類・現状）と基本原理「八支則」 

3. 立位とバランス／講義：立位とバランスのメカニクス 

4. 前屈 

5. 前屈／講義：前屈のメカニクス 

6. 捻転／講義：調気法（呼吸法）解説と紹介 

7. 捻転／講義：捻転のメカニクス 

8. 後屈 

9. 後屈／講義：後屈のメカニクス 

10. 逆転 

11. アームバランス／講義：逆転とアームバランスのメカニクス 

12. 「太陽礼拝」のセルフプラクティス 

13. 呼吸へのフォーカス 

14. まとめ，セルフプラクティスに向けて 

 

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

各領域ごとに配布する解剖学的解説資料にもとづき、自宅等で基本のアーサナの復習を行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(30%)/授業への参加態度(40%)/技術の習熟度(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ない 

 

テキスト（Textbooks） 

授業時に資料を配布する。 

 

参考文献（Readings） 

必要に応じて授業中に紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

当該年度の定期健康診断を必ず受診すること。授業初回に健康診断の受診の有無を確認する。 

ヨガは体幹を鍛え，筋力ＵＰに大きな効果があり，運動量も多い。性別によらず楽しめる有意義な運動である。男女問わず受講し

てもらいたい。 

初回は、ガイダンス後に実習を行う。 

 

注意事項（Notice） 
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■FI452 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

スポーツスタディ２         新座 

(Sports Study 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
セルフケア・エクササイズ 

担当者名 

（Instructor） 
杉本 亮子(SUGIMOTO RYOUKO) 

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） 
CMP1220 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
定員 40 名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

自分の体力の何を向上したいかを知り,そのためにどのようなエクササイズプログラムを実施していけばよいかを体験し,考える。 

 

授業の内容（Course Contents） 

体のアンバランスや癖に気づき,改善したいところや理想を具体化し,強化,ストレッチ,リラックスする方法として,呼吸法を重視したピ

ラティスマットエクササイズとヨガ，持久力向上やストレス発散を目的とした有酸素運動プログラムを紹介する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 自分のからだについて考える 

2. ピラティス＆ヨガベーシックプログラム 1：ヨガとは＆ピラティスとは 

3. ベーシックプログラム 1：腹式＆全身呼吸 

4. ベーシックプログラム 1：柔軟性について 

5. ベーシックプログラム 1：姿勢について 1 

6. ベーシックプログラム 1：姿勢について 2 

7. ピラティス＆ヨガベーシックプログラム 2：バランスをとることについて 1 

8. エアロビックダンス＆ベーシックプログラム 2：有酸素運動について 

9. エアロビックダンス＆ピラティス on バランスボール：バランスをとることについて 2 

10. エアロビックダンス＆バランスボール 1 

11. エアロビックダンス＆バランスボール 2 

12. 体力向上についてのプログラム作成について 

13. DVD の利用について 

14. レポート提出＆まとめ 

 

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

授業内で行うエクササイズ中に,気づいた自分のからだの癖を,どのように直したらいいかを考える。 

室内用スポーツシューズが必要。運動のできる服装に着替えて参加すること。 

当該年度の定期健康診断を必ず受診すること。授業初回に健康診断の受診の有無を確認する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席数と授業内提出物(65%)/学期末授業内提出のレポート(35%) 

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ない 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FI453 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

スポーツスタディ２         新座 

(Sports Study 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
ウォーター・エクササイズ 

担当者名 

（Instructor） 
足立 哲(ADACHI SATORU) 

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） 
CMP1220 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
定員 20 名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

水の特性を知り、水泳・水中運動を通じて、水中環境下での運動への理解を深めます。健康づくり・体力向上・受講生自らが課題

発見と実践により、水と共に、コミュニケーション能力や幅広い視点から物事を考える能力の獲得を目標とします。 

 

授業の内容（Course Contents） 

講義では、水の特性、安全管理、水中運動の特性・効果や近代 4 泳法のポイントについて解説します。実技においては、浸水・

水中での生理的応答や流体力学について触れながら、水中運動や近代 4 泳法、水球を実施します。 

泳技能により実施内容に差がでる可能性があります。自ら学び・実践することを評価の対象とします。 

授業は全体を通じて、講義（１/３）、実技（２/３）を組み合わせて行います。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス・安全管理・泳力問診・水泳用健康診断 

2. 水中運動と陸上運動の違い・水の特性 

「水慣れ・水中ストレッチ・水泳の呼吸・水中ウォーキング・基本姿勢」 

3. 水泳の基礎 

「けのび・バタ足・背面キック」「水中レクリエーション」 

4. クロール（１） 

「面かぶりクロール・ローリングクロール」「水中レクリエーション」 

5. クロール（２） 

「クロールの呼吸動作・ローリング」 

6. 背泳ぎ 

「ちょうちょ泳ぎ・背泳ぎの呼吸動作・ローリング」 

7. 折り返し動作「オープンターン・タンブルターン」 

中・長距離の連続泳 

8. 平泳ぎの習得（１） 

「ウェッジキックとウィップキック・立ち泳ぎ」 

9. 平泳ぎの取得（２） 

「スカーリングのインスイープとアウトスイープ・コンビネーション」 

10. 様々な水泳（水球の基礎） 

「巻き足・パス・シュート・ドリブル」 

11. 様々な水泳（水球または用具を用いた水泳・特殊な泳法）（１） 

12. 様々な水泳（水球または用具を用いた水泳・特殊な泳法）（２） 

13. 水中運動の創造（１） 

14. 水中運動の創造（２） 

 

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

必要に応じて、授業中に指示します。 

実技においては、水着・スイムキャップ・ゴーグル・タオル等を準備してください。 

※初回の授業は水着等の実技時準備物は不要です。 

※水泳用健康診断を受診するため必ず出席するようお願いします。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席および授業への参加意欲(70%)/授業内レポート(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ない 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 
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参考文献（Readings） 

1. 財団法人日本水泳連盟、2005、『水泳コーチ教本』、大修館書店 

2. 財団法人日本水泳連盟、2005、『水泳指導教本』、大修館書店 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

水泳用健康診断の結果により、履修取消となる場合がある。 

当該年度の定期健康診断を必ず受診すること。授業初回に健康診断の受診の有無を確認する。 

 

注意事項（Notice） 
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■FI454 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

スポーツスタディ２         新座 

(Sports Study 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
ウォーター・エクササイズ 

担当者名 

（Instructor） 
足立 哲(ADACHI SATORU) 

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） 
CMP1220 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
定員 20 名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

水の特性を知り、水泳・水中運動を通じて、水中環境下での運動への理解を深めます。健康づくり・体力向上・受講生自らが課題

発見と実践により、水と共に、コミュニケーション能力や幅広い視点から物事を考える能力の獲得を目標とします。 

 

授業の内容（Course Contents） 

講義では、水の特性、安全管理、水中運動の特性・効果や近代 4 泳法のポイントについて解説します。実技においては、浸水・

水中での生理的応答や流体力学について触れながら、水中運動や近代 4 泳法、水球を実施します。 

泳技能により実施内容に差がでる可能性があります。自ら学び・実践することを評価の対象とします。 

授業は全体を通じて、講義（１/３）、実技（２/３）を組み合わせて行います。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス・安全管理・泳力問診・水泳用健康診断 

2. 水中運動と陸上運動の違い・水の特性 

「水慣れ・水中ストレッチ・水泳の呼吸・水中ウォーキング・基本姿勢」 

3. 水泳の基礎 

「けのび・バタ足・背面キック」「水中レクリエーション」 

4. クロール（１） 

「面かぶりクロール・ローリングクロール」「水中レクリエーション」 

5. クロール（２） 

「クロールの呼吸動作・ローリング」 

6. 背泳ぎ 

「ちょうちょ泳ぎ・背泳ぎの呼吸動作・ローリング」 

7. 折り返し動作「オープンターン・タンブルターン」 

中・長距離の連続泳 

8. 平泳ぎ（１） 

「ウェッジキックとウィップキック・立ち泳ぎ」 

9. 平泳ぎ（２） 

「スカーリングのインスイープとアウトスイープ・コンビネーション」 

10. 様々な水泳（水球の基礎） 

「巻き足・パス・シュート・ドリブル」 

11. 様々な水泳（水球または用具を用いた水泳・特殊な泳法）（１） 

12. 様々な水泳（水球または用具を用いた水泳・特殊な泳法）（２） 

13. 水中運動の創造（１） 

14. 水中運動の創造（２） 

 

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

必要に応じて、授業中に指示します。 

実技においては、水着・スイムキャップ・ゴーグル・タオル等を準備してください。 

※初回の授業は水着等の実技時準備物は不要です。 

※水泳用健康診断を受診するため必ず出席するようお願いします。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席および授業への参加意欲(70%)/授業内レポート(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ない 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 
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参考文献（Readings） 

1. 財団法人日本水泳連盟、2005、『水泳コーチ教本』、大修館書店 

2. 財団法人日本水泳連盟、2005、『水泳指導教本』、大修館書店 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

水泳用健康診断の結果により、履修取消となる場合がある。 

当該年度の定期健康診断を必ず受診すること。授業初回に健康診断の受診の有無を確認する。 

 

注意事項（Notice） 
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■FI455 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

スポーツスタディ２         新座 

(Sports Study 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
ボディコンディショニング 

担当者名 

（Instructor） 
アーント三浦(ARNDTMIURA REIKO) 

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） 
CMP1220 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
定員 40 名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

体調を総合的に整えることを焦点にあてた運動プログラムで身体を良い状態にし、より機能的に動ける身体づくりをめざす。また

それを維持する実践能力を身につける。 

 

授業の内容（Course Contents） 

姿勢や身体の動かし方の偏りに気づき、ストレッチングやレジスタンストレーニングによる整えエクササイズを習得する。また機能

的な身体の動きに必要なコーディネーション能力を高めるエクササイズの体験、さらに適正なウェイトコントロールのためのエクサ

サイズや食事との関連も理解する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. コンディショニングの理解（心身の状態チェック） 

2. 動きを通して自己の身体の状態を知る（姿勢・動きのチェック） 

3. 身体の動きをよくするムーブメントの理解 

4. 身体の動きをよくするムーブメントの実践 

5. ストレッチングの理解 

6. ストレッチングの実践 

7. レジスタンストレーニングの理解 

8. レジスタンストレーニングの実践 

9. コーディネーショントレーニングの体験（平衡性・協調性） 

10. コーディネーショントレーニングの体験（他者・道具とのタイミングをはかる） 

11. ウェイトコントロ－ルの正しい理解 

12. ウェイトコントロ－ルの運動実践 

13. 身体機能チェック 

14. まとめ・授業内レポートについて 

 

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

授業で行う体調チェックの方法を確認しておく 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席と授業参加度(70%)/授業でのレポート(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ない 

 

テキスト（Textbooks） 

授業時に紹介する 

 

参考文献（Readings） 

授業時に紹介する 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

着替えの用意。遅刻をしないよう参加のこと。健康診断を受診しておくこと。 

 

注意事項（Notice） 
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■FI471 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

スポーツスタディ２ 

(Sports Study 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
ダイエットフィットネス 

担当者名 

（Instructor） 
杉浦 克己(SUGIURA KATSUMI) 

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） 
CMP1220 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
定員 30 名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

『正しいダイエット』について，運動と栄養の両面から科学的にアプローチし，講義と実技・実習によって体験学習する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

まずは自分の体格を評価する。そして，ダイエットに適した様々な運動を体験し，自分に合った運動を見つける。カルテを作成し

て、最終授業までの目標を設定し，毎回の授業で目標に向かって運動する。さらに，食事のバランスの整え方や，運動・栄養・休

養・ダイエットに関するトピックスについても学ぶので，授業時間の 30 分程度は講義，残りを実技とする。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス、アイスブレイク、ストレッチ 

2. 体組成の評価とトレーニング、マシンの使用法、カルテ作成 

3. ダイエットの基本、心拍数とエアロバイク 

4. 運動と栄養の基本、筋トレと有酸素運動、宿題「食事日記」 

5. 食事バランスガイド、宿題の解説、マシンとエアロバイク 

6. ウォーキングの基礎、ウォーキング実習 

7. バランスボールの基礎、バランスボールを用いたバランス運動と筋トレ 

8. バランスボールを用いたグループ運動とダンス 

9. サプリメント･アルコール、ステップエクササイズ 

10. 肥満と生活習慣病、チューブトレーニング 

11. アスリートの減量、ヨガ 

12. ファストフード、サーキットトレ（CT） 

13. 流行するダイエット法、CT 

14. 体組成の再評価、自分で考えるトレーニング、最終レポート 

 

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関する指示は、必要に応じて別途指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(20%)/出席および授業に取り組む姿勢(60%)/宿題等の提出物(20%) 

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ない 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 杉浦克己、2012、『ダイエットフィットネスの基礎知識』、福村出版 (ISBN13: 978-4806128786) 

 

参考文献（Readings） 

特になし。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

・当該年度の定期健康診断を必ず受診すること。初回に健康診断の受診の有無を確認する。 

・体育館 PRACでの授業のため、初回から内履きを持ってくること。 

・就活で忙しいことが予想される 4 年次生など欠席しがちな人は履修しないこと。 

・初回の授業は着替えなくてよい。 

・本授業を履修すると、トレーニング許可証が取得できる。 

 

注意事項（Notice） 
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■FI472 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

スポーツスタディ２ 

(Sports Study 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
トレーニング 

担当者名 

（Instructor） 
岡田 純一(OKADA JUNICHI) 

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） 
CMP1220 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
定員 30 名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

安全で効果的なレジスタンストレーニングを実施するために，適切な挙上フォーム，目的に応じたプログラム作成法および実践法

を習得する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

抵抗を利用し身体の機能向上を図る Resistance Training は，スポーツ選手はもとより，健康・体力づくり運動といった視点で一般

成人においても広く実践されている。しかし，不適切な方法での実施は傷害の発生を誘発する。実践を通して，安全に重量を挙

上できる適切なフォームを習得し，技能向上を目指す。また，対象者のニーズに基づいたプログラムの計画と実施および効果測

定について実践する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション：プログラムデザイン 

2. 自重エクササイズ 

3. Back squat, Bench press（フォーム練習）, Arm curl, Front raise 

4. Bench press (nRM) , Upright rowing, Lunge squat 

5. Back squat, Bench press, Deadlift, Bent over rowing 

6. Back squat, Bench press, Bent over, Overhead squat, Lateral raise 

7. Back squat, Bench press, Forward lunge, Side lunge, Straight leg deadlift 

8. Bench press, Front squat, Front press, Hammer curl 

9. Back squat, Bench press, Pull over, Triceps extension, Wrist curl, Reverse wrist curl 

10. Back squat, Bench press, Shoulder shrug, Fly, Back fly 

11. Back squat, Bench press, One Hand Row, Concentration curl, Back press 

12. Bench press (1RM),グループトレーニング 

13. グループトレーニング（基礎） 

14. グループトレーニング（発展） 

 

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

必要に応じて，授業中に指示する。 

トレーニングウェア，シューズを着用すること。裸足やスリッパでの参加は厳禁とする。 

当該年度の定期健康診断を必ず受診すること。授業初回に健康診断の受診の有無を確認する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席状況および授業態度(50%)/最終レポート(Final Report)(30%)/実技テスト(10%)/最終テスト(Final Test)(10%) 

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ない 

 

テキスト（Textbooks） 

1. NSCAジャパン、2003、『ストレングス＆コンディショニング２  ［エクササイズ編］』、大修館書店 (ISBN:4469265357) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 1008 - 

■FI474 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

スポーツスタディ２ 

(Sports Study 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
セルフケア・エクササイズ 

担当者名 

（Instructor） 
杉本 亮子(SUGIMOTO RYOUKO) 

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） 
CMP1220 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
定員 30 名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

自分の体力の何を向上したいかを知り,そのためにどのようなエクササイズプログラムを実施していけばよいかを体験し,考える。 

 

授業の内容（Course Contents） 

体のアンバランスや癖に気づき,改善したいところや理想を具体化し,強化,ストレッチ,リラックスする方法として,呼吸法を重視したピ

ラティスマットエクササイズとヨガ，持久力向上やストレス発散を目的とした有酸素運動プログラムを紹介する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 自分のからだについて考える 

2. ピラティス＆ヨガベーシックプログラム 1：ヨガとは＆ピラティスとは 

3. ベーシックプログラム 1：腹式＆全身呼吸 

4. ベーシックプログラム 1：柔軟性について 

5. ベーシックプログラム 1：姿勢について 1 

6. ベーシックプログラム 1：姿勢について 2 

7. ピラティス＆ヨガベーシックプログラム 2：バランスをとることについて 1 

8. エアロビックダンス＆ベーシックプログラム 2：有酸素運動について 

9. エアロビックダンス＆ピラティス on バランスボール：バランスをとることについて 2 

10. エアロビックダンス＆バランスボール 1 

11. エアロビックダンス＆バランスボール 2 

12. 体力向上についてのプログラム作成について 

13. DVD の利用について 

14. レポート提出＆まとめ 

 

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

授業内で行うエクササイズ中に,気づいた自分のからだの癖を,どのように直したらいいかを考える。 

室内用スポーツシューズが必要。運動のできる服装に着替えて参加すること。 

当該年度の定期健康診断を必ず受診すること。授業初回に健康診断の受診の有無を確認する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席数と授業内提出物(65%)/学期末授業内提出のレポート(35%) 

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ない 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FI476 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

スポーツスタディ２ 

(Sports Study 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
ウォーター・エクササイズ 

担当者名 

（Instructor） 
小谷 実可子(KOTANI MIKAKO) 

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） 
CMP1220 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
定員 20 名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

水中でのさまざまな動きや技術を身につけるとともに、シンクロナイズドスイミングを通じて、互いに協調することにより、健やかな

心身づくりを目指す。 

 

授業の内容（Course Contents） 

シンクロナイズドスイミングの基本である浮くこと、手のかきによって身体をコントロールすることおよび曲と仲間と同調することに

より、近代４泳法とは異なる水泳の魅力を体感する。また、シンクロナイズドスイミングとオリンピックの歴史について学び、個々の

オリンピックへのかかわりについて、考える。2020 年に向けて、オリンピアンの立場から、スポーツの力や意義について伝えてい

く。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス１  水泳健康診断 施設見学 

2. ガイダンス２  プールでのルール・マナー、シンクロナイドスイミング競技について 

3. 泳力のレベルチェック(グループ分け) 

4. シンクロの基本技術１ (浮き身)、リズム水泳１ (音楽に合わせて、心身のリラックスとグループでのシンクロナイゼーション

を身につける) 

5. シンクロの基本技術２ (スカーリング・立ち泳ぎ)、リズム水泳２ 

6. シンクロの基本技術３ (スカーリング・立ち泳ぎ)、リズム水泳３ 

7. シンクロの基本技術４ (カーリング・立ち泳ぎ)、リズム水泳４ 

8. シンクロの基本技術５ (フローティング)、リズム水泳５ 

9. シンクロの基本技術６ (フローティング)、リズム水泳６ 

10. 水中での危機管理について ーシンクロナイズドスイミングの技術習得の効果ー 

11. シンクロナイズドスイミングの演技披露に向けたグループ分けと創作 

12. シンクロナイズドスイミングの演技披露に向けた練習１ 

13. シンクロナイズドスイミングの演技披露に向けた練習２ 

14. シンクロナイズドスイミングの演技披露、まとめ 

 

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

水着（競泳用）、スイムキャップ、ゴーグル、タオルなどを準備すること。必要に応じて、ノーズクリップは貸出し。 

初回の授業で、水泳用健康診断を実施するので必ず出席すること。健康診断の結果により、履修取消となる場合がある。 

当該年度の定期健康診断を必ず受診すること。授業初回に健康診断の受診の有無を確認する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(20%)/授業態度・参加意欲(60%)/技術の習得度(20%) 

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ない 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 金子正子、2008、『日本シンクロ栄光の軌跡』、出版芸術社 

2. 小谷実可子、2011、『小谷実可子のママといっしょにかんたんスイミング』、メディアファクトリー 

3. 小谷実可子、1998、『ドルフィン・ピープル』、近代文芸社 

4. 小谷実可子、2004、『小谷実可子の一筆啓上』、中日新聞社 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

４泳法のうち、いずれかの２種目で 25ｍを楽に泳ぐことができることを基本条件とする（シンクロナイズドスイミングの経験は問わ

ない）。 
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注意事項（Notice） 
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■FI477 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

スポーツスタディ２ 

(Sports Study 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
東洋的フィットネス 

担当者名 

（Instructor） 
新井 英夫(ARAI HIDEO) 

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） 
CMP1220 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
定員 30 名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

自然に学び、力を抜く・ほぐす身体メソッド「野口体操」を理論と実技とで学びます。自然で無理のない身体の使い方を具体的に身

につけるとともに、多文化共生や社会包摂といった視座から、これからのくらしや社会のあり方の方向性を自分自身の「からだの

実感」を土台として領域横断的に考察する姿勢を培うことを目標とします。 

 

授業の内容（Course Contents） 

授業は、その日のテーマの講義と実技の両方とで進めます。「野口体操」は野口三千三(1914〜98 年、東京芸術大学名誉教授)

によって創始され、音楽・ダンス・演劇・美術・教育・医療・哲学・生涯教育など幅広い分野に影響を与えたユニークな体操です。キ

ーワードは「自分とは自然の分身」「力を抜けば抜くほど力が出る」「感覚こそ力なり」。自然の原理に沿って「力を抜く・ほぐす」と

いう方向から、一生涯付き合っていく自分自身のからだとの向き合い方やメンテナンスの仕方を紹介します。「からだの実感」か

ら、これからの時代の多様な生き方を共に探っていきましょう。体育・運動が苦手という人も歓迎です。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 【ガイダンス】「野口体操とは、どんな体操なのか?」をガイダンスします 

2. 【基本の動き:1】「力を抜けば抜くほど力が出る」をテーマに、力を抜くことと動きの主エネルギーの関係について学びます 

3. 【基本の動き:2】「感覚こそ力なり」をテーマに、力を抜くことと感覚の関係について、ウェーバーの法則を基に学びます 

4. 【基本の動き:3】「柔らかさとは変化の可能性の豊かさ」をテーマに、力を抜きつつ「丁度いい力の入れ方」について学びます 

5. 【呼吸と動き:1】「息の仕方は生き方そのもの」をテーマに、呼吸に関する筋肉の生物史を理解した上で、動きの実感と照ら

して学びます 

6. 【呼吸と動き:2】「胸式呼吸(胸郭式呼吸)と腹式呼吸(横隔膜式呼吸)」をテーマに、それぞれの特性を動きの実感と照らして

学びます 

7. 【動きのコミュニケーション:1】「からだとの対話」をテーマに、野口体操のマッサージの持つカラダからココロをほぐす可能性

について学びます 

8. 【動きのコミュニケーション:2】「関係づくりの基本感覚」をテーマに、野口体操のマッサージの持つ非言語コミュニケーション

としての可能性について学びます 

9. 【自然で楽な姿勢と動き】「卵を立ててみる」をテーマに、立つことと鉛直の関係、自由な動きの可能性を含んだ姿勢のあり

方について学びます 

10. 【エネルギーを効率よく伝える】「ムチとハンマーの原理」をテーマに、からだの中身の質感を変化させた効率の良い動き方

について学びます 

11. 【道具と人間の関係】「道具や玩具とからだ動き」をテーマに、タイミングやバランスと動きのコツについて学びます 

12. 【動き・イメージ・言葉】「言葉にからだの実感を結び直す」をテーマに、人間に与えられたイメージ能力(内臓感覚)と非意識・

意識との関係について、動きの実感と照らして学びます 

13. 【自然とは? 人間とは?】「無生物から生物そして人間へ、今ここの"わたし"とは?」をテーマに、岩石・鉱物・化石などから、自

分とは何か? を多面的に考察する「野口体操」の自然哲学の姿勢を学びます 

14. 【実技テストとまとめ】野口体操への理解を深めるまとめとして、授業時間内に「実技テスト」を行います 

 

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

実技で身体を動かすだけでなく、アタマとココロとからだ「まるごと全体」でこの授業に臨んでほしいと思います。まず動いてみて感

じることとその実感と照らして考えること、この往復が大切です。参考文献の中から、どれかを読んでおきましょう。以下、野口体

操公式ホームページも参照のこと。 

http://www.noguchi-taisou.jp/ 

当該年度の定期健康診断を必ず受診すること。授業初回に健康診断の受診の有無を確認します。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加状況と態度、および毎授業後のコメントシート記述内容(50%)/最終レポート(Final Report)(25%)/授業内最終回で行

う実技テスト(25%) 

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ない 
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テキスト（Textbooks） 

特になし。適宜参考資料コピーを授業時に配布します。 

 

参考文献（Readings） 

1. 野口三千三、2003、『原初生命体としての人間』、岩波書店 (ISBN:4-00-603080-0) 

2. 羽鳥操、2015、『野口体操入門 からだからのメッセージ』、岩波書店 (ISBN:978-4-00-603287-6) 

3. 羽鳥操、2002、『野口体操 感覚こそ力』、春秋社 (ISBN:4-393-31268-6) 

4. 野口三千三、2002、『野口体操 からだに貞く』、春秋社 (ISBN:978-4-393-31285-8) 

5. 野口三千三、2002、『野口体操 おもさに貞く』、春秋社 (ISBN:4-393-31270-8) 

6. 羽鳥操、2004、『野口体操 ことばに貞く-野口三千三語録』、春秋社 (ISBN:4-393-31282-1) 

7. 羽鳥操、2012、『野口体操 マッサージから始める』、筑摩書房 (ISBN:978-4-480-42992-6) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

動きやすい服装で参加してください(スカートやきついジーンズは不可)。裸足や靴下でも構いませんが、ダンスシューズのような

底の厚くない「上履き」を用意してもらえたら理想的です。この世界でたったひとつの自分自身のからだと丁寧に向き合うことから

はじめましょう。授業では個々のからだの違いを認め合いながら他者と緩やかに関わることで、多様性への理解を実感を元に深

められたらと思います。適宜ペアやグループでのワークも実施していく予定です。共に感じ考え発見し合う、楽しい授業をつくって

いきましょう。 

参照:野口体操公式ホームページ 

http://www.noguchi-taisou.jp/ 

 

注意事項（Notice） 
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■FI479 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

スポーツスタディ２ 

(Sports Study 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
ボディコンディショニング 

担当者名 

（Instructor） 
伊藤 詩織(ITO SHIORI) 

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） 
CMP1220 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
定員 30 名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

身体のコンディショニングを実践することは、健康の維持増進のみならず QOL（生活の質）の向上につながる。政策内容や健康

づくりに関する諸概念を正しく理解すること、運動をはじめとした健康づくりに親しむ基礎を構築すること、自らの身体に関心を向

け、生活をコントロールする意欲を醸成することを目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

講義では、厚生労働省の定める健康づくりのための身体活動基準を知り、個人の身体データを用いて運動、栄養、休養について

学ぶ。実技では、講義で学んだ内容の実践や Gボールを使用した運動等をおこなう。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 健康日本 21、身体データ測定 

3. 身体活動量の評価とエネルギー消費量、Gボールを使った運動１ 

4. 個人の健康づくり 

5. 健康のためのダイエット 

6. 栄養、女性のボディコンディショニング 

7. コンディショニングとしての休養 

8. コンディションチェック１、Gボールを使った運動２ 

9. コンディションチェック２、Gボールを使った運動３ 

10. グループワーク１ 

11. グループワーク２ 

12. グループワーク３ 

13. グループワーク４ 

14. グループワーク５ 

 

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） 

リアクションペーパー(42%)/中間レポート(20%)/グループワーク(38%) 

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ない 

 

テキスト（Textbooks） 

特に必要としない。必要に応じて授業時にプリントを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

・運動に適した服装・シューズで受講すること。 

・当該年度の定期健康診断を必ず受診すること。受診していない場合は、成績評価の対象としない場合がある。 

・必要に応じて、グループワーク（ディスカッション、発表など）を予定している。 

・資料の配布、課題の提出などに Blackboardを使用する。 

・Blackboardを通じて、中間レポートに対する講評をおこなう。 

・授業進度等によって内容を変更する場合がある。 

 

注意事項（Notice） 
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■FI481 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

スポーツスタディ２ 

(Sports Study 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
ウォーター・エクササイズ 

担当者名 

（Instructor） 
足立 哲(ADACHI SATORU) 

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） 
CMP1220 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
定員 20 名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

水の特性を知り、水泳・水中運動を通じて、水中環境下での運動への理解を深めます。健康づくり・体力向上・受講生自らが課題

発見と実践により、水と共に、コミュニケーション能力や幅広い視点から物事を考える能力の獲得を目標とします。 

 

授業の内容（Course Contents） 

講義では、水の特性、安全管理、水中運動の特性・効果や近代 4 泳法のポイントについて解説します。実技においては、浸水・

水中での生理的応答や流体力学について触れながら、水中運動や近代 4 泳法、水球を実施します。 

泳技能により実施内容に差がでる可能性があります。自ら学び・実践することを評価の対象とします。 

授業は全体を通じて、講義（１/３）、実技（２/３）を組み合わせて行います。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス・安全管理・泳力問診・水泳用健康診断 

2. 水中運動と陸上運動の違い・水の特性 

「水慣れ・水中ストレッチ・水泳の呼吸・水中ウォーキング・基本姿勢」 

3. 水泳の基礎 

「けのび・バタ足・背面キック」「水中レクリエーション」 

4. クロール（１） 

「面かぶりクロール・ローリングクロール」「水中レクリエーション」 

5. クロール（２） 

「クロールの呼吸動作・ローリング」 

6. 背泳ぎ 

「ちょうちょ泳ぎ・背泳ぎの呼吸動作・ローリング」 

7. 折り返し動作「オープンターン・タンブルターン」 

中・長距離の連続泳 

8. 平泳ぎ（１） 

「ウェッジキックとウィップキック・立ち泳ぎ」 

9. 平泳ぎ（２） 

「スカーリングのインスイープとアウトスイープ・コンビネーション」 

10. 様々な水泳（水球の基礎） 

「巻き足・パス・シュート・ドリブル」 

11. 様々な水泳（水球または用具を用いた水泳・特殊な泳法）（１） 

12. 様々な水泳（水球または用具を用いた水泳・特殊な泳法）（２） 

13. 水中運動の創造（１） 

14. 水中運動の創造（２） 

 

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

必要に応じて、授業中に指示します。 

実技においては、水着・スイムキャップ・ゴーグル・タオル等を準備してください。 

※初回の授業は水着等の実技時準備物は不要です。 

※水泳用健康診断を受診するため必ず出席するようお願いします。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席および授業への参加意欲(70%)/授業内レポート(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ない 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 
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参考文献（Readings） 

1. 財団法人日本水泳連盟、2005、『水泳コーチ教本』、大修館書店 

2. 財団法人日本水泳連盟、2005、『水泳指導教本』、大修館書店 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

水泳用健康診断の結果により、履修取消となる場合がある。 

当該年度の定期健康診断を必ず受診すること。授業初回に健康診断の受診の有無を確認する。 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 1016 - 

■FI483 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

スポーツスタディ２ 

(Sports Study 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
トレーニング 

担当者名 

（Instructor） 
ライトナー(LEITNER KATRIN J.) 

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） 
CMP1220 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
定員 30 名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

近年ヨーロッパで注目されている様々なトレーニングとその方法について理解を深め、実践を通して体力向上や健康増進を図る

ことを目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

本授業では、講義と実技を通して、日常生活に必要な体力及び身体能力や、スポーツ・競技におけるパフォーマンスを向上させ

るための様々なトレーニングについて体験学習する。講義でトレーニングの理論と方法を解説した後、実技でレベルと目的に合わ

せて実際にトレーニングを行っていく。さらに、身体組成計測や体力測定等によりトレーニング効果を測定する予定である。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス、トレーニング導入 

2. Fitness Testing－身体組成計測、体力測定 

3. ファンクショナルトレーニングとモビライゼーション 

4. ファンクショナルトレーニングとストレッチング 

5. コアトレーニング（体幹トレーニング） 

6. コアトレーニング（コア＋上半身エクササイズ） 

7. コアトレーニング（コア＋下半身エクササイズ） 

8. サーキットトレーニング 

9. バランスボールを用いたトレーニング（１） 

10. バランスボールを用いたトレーニング（２） 

11. 「Fascial Fitness」－筋膜トレーニング（１） 

12. 「Fascial Fitness」－筋膜トレーニング（２） 

13. Free Session：各自トレーニング 

14. 身体組成計測、体力測定、トレーニング効果の評価＆まとめ 

 

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

授業内で行った内容を日常生活においても実践すること。 

当該年度の定期健康診断を必ず受診すること。授業初回に健康診断の受診の有無を確認するため、必ず参加すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(30%)/授業への参加態度(70%) 

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ない 

 

テキスト（Textbooks） 

特に指定なし。必要に応じて資料を配布する。 

 

参考文献（Readings） 

必要に応じて授業中に紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

初回授業：着替え不要、顔写真（3cmx4cm以内）を持参すること。 

2 回目の授業以降は、運動に適した服装・室内用シューズで受講すること。 

 

注意事項（Notice） 
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■FI501 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

スポーツスタディ３         新座 

(Sports Study 3) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
ゴルフ 

担当者名 

（Instructor） 
江原 義智(EHARA YOSHITOMO) 

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） 
CMP1220 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
定員 40 名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

生涯スポーツとしてゴルフを楽しむための基礎的な技術、ルールおよびマナーを習得することを目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

この授業では、グラウンドで練習用ボールを打撃し、スイングの基本を習得する。また、グラウンドに仮設コースをつくり、実践的

なラウンドプレーの方法を学習する。さらに、名門ゴルフ場において適用可能な一流のマナーおよびトーナメントプロが実践する

スイング理論についても解説する。なお、授業計画は若干変更することもある。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション、授業で参考にする名門ゴルフ場と一流プロの紹介 

2. スイング方法（アドレス、グリップ、バックスイング、トップオブスイング、ダウンスイング、インパクト、フォロースルー、フィニッ

シュ） 

3. フォーム分析①自己フォームチェック（スイングチェックシートに基づいて行う） 

4. フォーム分析②自己フォームチェックと他者に対するコーチング 

5. ドライバーショット、アイアンショットの打ち方 

6. アプローチ、パターの打ち方と距離感 

7. ゴルフの歴史、ルール・マナー、用具の知識 

8. 模擬ラウンド①ラウンドプレーの概要 

9. 模擬ラウンド②ラウンドプレーにおけるルール・マナー 

10. 模擬ラウンド③ファストプレー 

11. 名門ゴルフ場と一流のマナー 

12. 模擬ラウンド④マーカーの指定、スコアカード作成・提出 

13. 模擬ラウンド⑤ワンランク上のプレーの方法 

14. 生涯スポーツとゴルフ、ゴルフと健康、練習場の使用方法 

 

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

必要に応じて、授業中に指示する。 

ゴルフのスイングができる服装、靴およびゴルフ用グローブを用意すること。 

当該年度の定期健康診断を必ず受診すること。授業初回に健康診断の受診の有無を確認する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加状況(50%)/授業に取り組む姿勢(30%)/最終レポート(Final Report)(20%) 

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ない 

 

テキスト（Textbooks） 

必要に応じて資料を配布する。 

 

参考文献（Readings） 

日本プロゴルフ協会『PGA基本ゴルフ教本』 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FI503 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

スポーツスタディ３         新座 

(Sports Study 3) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
サッカー 

担当者名 

（Instructor） 
檜山 康(HIYAMA YASUSHI) 

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） 
CMP1220 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
定員 40 名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

本授業ではサッカーにおける基本的な戦術について理解し、実践できるようにすることを目標にする。サッカーの楽しみかたを経

験しながら、指導法も学んでもらいたいと考えている。 

 

授業の内容（Course Contents） 

技術レベルの高低に関わらず、「知る」ことによって「できる」ことが増えていく感覚を体験してもらいたい。また、「できる」経験を通

して、サッカーの楽しさを感じてもらい、その経験を人に伝えたいと思ってもらえるような授業にしたいと考えている。毎回、異なる

鬼ごっこなどのウォーミングアップからスタートし、授業ごとのテーマに沿った練習を２種目ほど行う。テーマ習得が自然と行えるよ

うな練習を行なっていく。授業後半は必ずゲームを行い、テーマの確認をしてもらう。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション・導入 

スポーツを楽しむとはどのようなことか？ 

2. ボール無しの動き（１） 

集団で動くことの難しさ 

3. ボール無しの動き（２） 

サポートの方法（タイミング、角度） 

4. ドリブル・ボールコントロール 

個人技術と集団戦術の関係 

5. プレーの先取り 

ボール無しの動きを引き出す スペースを創って使う 

6. 判断のスピード 

３人目の動きのタイミング 

7. １対１の対応 

局面と全体の関係 連動 

8. チームワーク 

組み立ての基本 

9. チャレンジ＆カバー 

局面の連動と全体の連動 

10. 攻撃の幅 

周りを見る 遠くを見る 

11. 攻撃の連動（１） 

幅を使いながら動き出す 

12. 攻撃の連動（２） 

切り替えの速さ コンパクトネス 

13. 数的優位を生かす 

出し手、受け手の意識 

14. 後方からのサポート 

組み立てのプランを持つ 

 

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

準備学習については、履修者に第１回目の授業時に説明する。 

スポーツに適した服装を着用のこと。雨天の場合は室内で実技を行う。 

当該年度の定期健康診断を必ず受診すること。授業初回に健康診断の受診の有無を確認する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/授業への参加度(30%)/実技テスト(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ない 



 - 1019 - 

 

テキスト（Textbooks） 

使用しない。適宜資料を配布する。 

 

参考文献（Readings） 

授業中に指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FI504 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

スポーツスタディ３         新座 

(Sports Study 3) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
テニス 

担当者名 

（Instructor） 
濁川 孝志(NIGORIKAWA 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） 
CMP1220 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
定員 40 名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

テニスの基本的な技術、戦術、ルール、審判法等について学び、硬式テニスを生涯スポーツとして身につける。 

 

授業の内容（Course Contents） 

本講座は、ストレッチを含むウオームアップ、基本技術のドリル、ゲームまたはゲーム的要素を含む練習、クールダウンの４部構

成で行われる。また学期全体を通じてのカリキュラム構成は、前半の数週間は「球出し」を用いての基本ドリル、後半は主にゲー

ムを中心とした内容とする。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業全体を通して、以下のプログラムを実施する。但し天候の影響などで、プログラムの変更を余儀なくされることがある。 

2. 基礎技術：グラウンドストローク 

3. 基礎技術：グラウンドストローク 

4. 基礎技術：ストロークラリー、ミニゲーム 

5. 基礎技術：ストロークラリー、ミニゲーム 

6. ルールおよびゲーム運営の理解、ミニゲーム 

7. ゲーム：シングルス 

8. ゲーム：ダブルス 

9. ゲーム：ダブルス 

10. ゲーム：ダブルス 

11. テニスの実技に加え、以下の内容にて講義を行う。 

12. プロテニス選手に観る、テニスの技術と戦術① 

13. プロテニス選手に観る、テニスの技術と戦術② 

14. プロテニス選手に観る、テニスの技術と戦術③ 

 

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

授業準備の指示は、履修登録終了後に、Blackboard上にて行う。 

当該年度の定期健康診断を必ず受診すること。授業初回に健康診断の受診の有無を確認する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

プログラムへの参加意欲、態度(70%)/講義に対するレポート(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ない 

 

テキスト（Textbooks） 

使用しない。 

 

参考文献（Readings） 

随時、紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

遅刻厳禁とします。 

 

注意事項（Notice） 
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■FI505 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

スポーツスタディ３         新座 

(Sports Study 3) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
フットサル 

担当者名 

（Instructor） 
檜山 康(HIYAMA YASUSHI) 

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） 
CMP1220 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
定員 40 名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

本授業ではフットサルにおける基本的な戦術について理解し、実践できるようにすることを目標にする。フットサルの楽しみかたを

経験しながら、指導法も学んでもらいたいと考えている。 

 

授業の内容（Course Contents） 

技術レベルの高低に関わらず、「知る」ことによって「できる」ことが増えていく感覚を体験してもらいたい。また、「できる」経験を通

して、フットサルの楽しさを感じてもらい、その経験を人に伝えたいと思ってもらえるような授業にしたいと考えている。毎回、異な

る鬼ごっこなどのウォーミングアップからスタートし、授業ごとのテーマに沿った練習を２種目ほど行う。テーマ習得が自然と行える

ような練習を行なっていく。授業後半は必ずゲームを行い、テーマの確認をしてもらう。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション・導入 

スポーツを楽しむとはどのようなことか？ 

2. ボール無しの動き（１） 

集団で動くことの難しさ 

3. ボール無しの動き（２） 

サポートの方法（タイミング、角度） 

4. ドリブル・ボールコントロール 

個人技術と集団戦術の関係 

5. プレーの先取り 

ボール無しの動きを引き出す スペースを創って使う 

6. 判断のスピード 

３人目の動きのタイミング 

7. １対１の対応 

局面と全体の関係 連動 

8. チームワーク 

組み立ての基本 

9. チャレンジ＆カバー 

局面の連動と全体の連動 

10. 攻撃の幅 

周りを見る 遠くを見る 

11. 攻撃の連動（１） 

幅を使いながら動き出す 

12. 攻撃の連動（２） 

切り替えの速さ コンパクトネス 

13. 数的優位を生かす 

出し手、受け手の意識 

14. 後方からのサポート 

組み立てのプランを持つ 

 

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

準備学習については、履修者に第１回目の授業時に説明する。 

スポーツに適した服装を着用のこと。 

当該年度の定期健康診断を必ず受診すること。授業初回に健康診断の受診の有無を確認する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/授業への参加度(30%)/実技テスト(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ない 
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テキスト（Textbooks） 

使用しない。適宜資料を配布する。 

 

参考文献（Readings） 

授業中に指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FI506 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

スポーツスタディ３         新座 

(Sports Study 3) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
卓球 

担当者名 

（Instructor） 
大石 和男(OISHI KAZUO) 

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） 
CMP1220 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
定員 40 名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

卓球のプレーを通じて，運動前後の気分の変化を知り，運動の効果を心理的側面から理解する。同時に，コミュニケーションスキ

ル，リラクセーションスキル，および卓球の技術の向上をはかる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

身体運動には，身体的効果に加えて気分の向上やストレスの低減，それに生きがい感の高まりなどの心理的効果のあることが

知られている。またチームプレイなどでは，問題に対し効果的に対処するライフスキルが身に付きやすい。これらの知識について

卓球の実技とセルフチェックを通じて学んでいく。毎回，運動の前後で簡単な気分の調査を実施する。またスポーツ活動終了後，

リラクセーション訓練を実施する。初回と期末の授業時にそれぞれストレス反応などの心理検査を実施する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 心理テスト１ その後，卓球の基礎技術 

2. 卓球の基礎技術 

3. 卓球の基礎技術 

4. 心理テスト１の結果報告およびコミュニケーションスキルの講義 

5. ダブルスゲーム 

6. ダブルスゲーム 

7. ダブルスゲーム 

8. ダブルスゲーム 

9. ダブルスゲーム 

10. ダブルスゲーム 

11. ダブルスゲーム 

12. 心理テスト２ その後，ダブルスゲーム 

13. ダブルスゲーム 

14. 授業のまとめおよび心理テスト２結果報告 

 

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

必要に応じて，授業中に指示する。 

当該年度の定期健康診断を必ず受診すること。授業初回に健康診断の受診の有無を確認する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/授業参加および普段の取り組みの姿勢(60%) 

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ない 

 

テキスト（Textbooks） 

特になし。 

 

参考文献（Readings） 

授業時に紹介。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FI523 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

スポーツスタディ３ 

(Sports Study 3) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
フットサル 

担当者名 

（Instructor） 
笛木 寛(FUEKI YUTAKA) 

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） 
CMP1220 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
定員 30 名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

フットサルのルールを理解し、基礎技術・戦術を身につける。コミュニケーション能力を発揮して、グループワーク（チームでの練

習、試合）が有効に機能する方法を考え実践する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

チーム分けをしたうえで、前半はフットサルの基礎技術・戦術を身につけるために統一テーマでの練習、試合を行う。後半はＭ-Ｔ

-Ｍメソッドを有効に機能させるためのポイントを解説し、チームごとに同メソッドを用いて、個人・チームパフォーマンスを向上させ

る方法を考え、実践する。Ｍ―Ｔ―Ｍメソッドとは、試合（Match）内容を分析し、有効な練習（Training）によってパフォーマンスを向

上させる一連の手法。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. チーム分け、試しのゲーム、ルールの理解 

3. ボール・ポゼッション 

4. シュートの技術、戦術 

5. 守備の技術、戦術 

6. リーグ戦①（M－T－M メソッドとは） 

7. 練習①（練習の形式と内容） 

8. リーグ戦②（練習の形式と内容） 

9. 練習②（良い練習とは） 

10. リーグ戦③（良い練習とは） 

11. 練習③（ベクトルを合わせる） 

12. リーグ戦④（ベクトルを合わせる） 

13. リーグ戦⑤（M－T－M メソッド再考） 

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関する指示は、必要に応じて別途指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

グループワークの取り組み(50%)/技術・戦術の習得度(20%)/レポート(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ない 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

初回授業時に①「通学定期乗車券発行控」、②「顔写真（４センチ×３センチ）１枚」の２点を持参してください。 

 

注意事項（Notice） 
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■FI525 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

スポーツスタディ３ 

(Sports Study 3) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
テニス 

担当者名 

（Instructor） 
田中 伸明(TANAKA NOBUAKI) 

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） 
CMP1220 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
定員 20 名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

テニスの技術習得や，マナー，ルールをなど，テニスに関する知識の獲得を目標とすると同時に，テニスの楽しさ・奥深さを体験し

てもらうことも目的とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

その時限において課題・テーマをもとに練習し，それを実戦で試してみる，ということを基本的な授業の流れとする。また，適宜時

限内において，テニスに必要なマナー・ルール・知識についての説明も行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス，ストレッチング，水分補給について（教室講義） 

2. ショートラリーを中心としてのグランドストローク練習 

3. ショートラリーからのグランドストロークラリー練習 

4. グランドストローク基本練習 

5. グランドストローク，フットワークに留意しての練習 

6. サービス基本練習 

7. サービス練習（基本から応用），サービスレシーブ 

8. ボレー練習（基本） 

9. ボレー練習（対ストロークとのラリー） 

10. ダブルスの試合の進め方の説明，ダブルスの試合 

11. ダブルスの試合 

12. ダブルスの試合 

13. 生涯スポーツとしてのテニス１（教室講義） 

14. 生涯スポーツとしてのテニス２（教室講義） 

以上の授業計画は予定である。天候や受講生の習熟度等により変わることがある。また，受講生のレベルによっても変更

の可能性がある。 

 

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

テニスのルールやマナーなどについてインターネットや書籍等を活用し，授業で指示された課題などに取り組むこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加態度(50%)/期末レポート(30%)/技術点（技術修得・向上状況）(10%)/各時限での授業内容・指示の理解度(10%) 

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ない 

 

テキスト（Textbooks） 

特になし。必要に応じて資料を配付する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 公財）日本テニス協会、2015年、『テニス指導教本Ⅰ』、大修館書店 (ISBN:9784469267853) 

2. 公財）日本テニス協会、2018年、『JTA TENNIS RULE BOOK 2018』、日本テニス協会 

3. 別府諸兄監訳、2008 年、『テニスパフォーマンスのための実践トレーニングガイド』、ナップ (ISBN:978-4-931411-76-0) 

4. 澁谷隆良、2010 年、『指導者のためのテニスの科学と応用』、ブックハウス HD (ISBN:978-4-938335-51-9) 

5. ブラッド・ギルバート，スティーブ・ジェイミソン；宮城淳訳、1997年、『ウイニング・アグリー』、日本文化出版 (ISBN:978-4-

89084-022-2) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

１．当該年度の定期健康診断を必ず受診すること。授業初回に健康診断の受診の有無を確認する。 

２．テニスシューズを必ず準備すること。テニスラケットは貸出用があるが，準備できる者はマイラケット持参のこと。 

３．第 1 回目の授業は教室で実施する。更衣不要。その際に，健康診断受診確認をするので，「通学定期乗車券発行控」を忘れ
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ずに持参すること。実施教室は，ポールラッシュアスレチックセンター1Ｆ掲示板を確認すること。 

４．テニスに対する意欲の高い人の履修を希望する。 

 

注意事項（Notice） 
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■FI529 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

スポーツスタディ３ 

(Sports Study 3) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
テニス 

担当者名 

（Instructor） 
佐藤 陽治(SATOU YOUJI) 

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） 
CMP1220 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
定員 20 名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

初心者指導を主導に各技術レベルの受講者の向上を目的とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

生涯スポーツに向けた導入である。技術レベルに班分けした授業が展開されるが，テニスセンス開発プログラムから導入し，ある

程度ボールが打てるようになるまでは初心者指導が中心となる。当面，上級者はメニューに従った自由練習が主になるが，必要

に応じて，初心者の練習に参加してもらうこともある。課題の一つにテニスに関するレポートの提出もある。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. テニスセンス開発プログラム(co-ordination) 

3. 基本的打球技術の習得(Ground Stroke)（1） 

4. 基本的打球技術の習得(Ground Stroke)（2） 

5. 基本的打球技術の習得(Ground Stroke)（3） 

6. 基本的打球技術の習得(Service) 

7. 基本的打球技術の習得(Net-play:Volley) 

8. 基本的打球技術の習得(Net-play:Overhead) 

9. 各基本的打球技術の連携 

10. 基本的戦術の理解（シングルス） 

11. 基本的戦術の理解（ダブルス） 

12. ゲーム（ダブルス）（1） 

13. ゲーム（ダブルス）（2） 

14. ゲーム（ダブルス）（3） まとめ 

 

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

必要に応じて，授業中に指示する。 

初心者は授業の前半は極力欠席を控えること。 

当該年度の定期健康診断を必ず受診すること。授業初回に健康診断の受診の有無を確認する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/授業参加度および授業での取り組み姿勢(60%) 

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ない 

 

テキスト（Textbooks） 

『テニス指導教本』（日本テニス協会編） 

 

参考文献（Readings） 

配付資料 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FI531 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

スポーツスタディ３ 

(Sports Study 3) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
フットサル 

担当者名 

（Instructor） 
檜山 康(HIYAMA YASUSHI) 

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） 
CMP1220 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
定員 30 名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

本授業ではフットサルにおける基本的な戦術について理解し、実践できるようにすることを目標にする。フットサルの楽しみかたを

経験しながら、指導法も学んでもらいたいと考えている。 

 

授業の内容（Course Contents） 

技術レベルの高低に関わらず、「知る」ことによって「できる」ことが増えていく感覚を体験してもらいたい。また、「できる」経験を通

して、フットサルの楽しさを感じてもらい、その経験を人に伝えたいと思ってもらえるような授業にしたいと考えている。毎回、異な

る鬼ごっこなどのウォーミングアップからスタートし、授業ごとのテーマに沿った練習を２種目ほど行う。テーマ習得が自然と行える

ような練習を行なっていく。授業後半は必ずゲームを行い、テーマの確認をしてもらう。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション・導入 

スポーツを楽しむとはどのようなことか？ 

2. ボール無しの動き（１） 

集団で動くことの難しさ 

3. ボール無しの動き（２） 

サポートの方法（タイミング、角度） 

4. ドリブル・ボールコントロール 

個人技術と集団戦術の関係 

5. プレーの先取り 

ボール無しの動きを引き出す スペースを創って使う 

6. 判断のスピード 

３人目の動きのタイミング 

7. １対１の対応 

局面と全体の関係 連動 

8. チームワーク 

組み立ての基本 

9. チャレンジ＆カバー 

局面の連動と全体の連動 

10. 攻撃の幅 

周りを見る 遠くを見る 

11. 攻撃の連動（１） 

幅を使いながら動き出す 

12. 攻撃の連動（２） 

切り替えの速さ コンパクトネス 

13. 数的優位を生かす 

出し手、受け手の意識 

14. 後方からのサポート 

組み立てのプランを持つ 

 

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

準備学習については、履修者に第１回目の授業時に説明する。 

スポーツに適した服装を着用のこと。 

当該年度の定期健康診断を必ず受診すること。授業初回に健康診断の受診の有無を確認する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/授業への参加度(30%)/実技テスト(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ない 
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テキスト（Textbooks） 

使用しない。適宜資料を配布する。 

 

参考文献（Readings） 

授業中に指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FI533 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

スポーツスタディ３ 

(Sports Study 3) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
フットサル 

担当者名 

（Instructor） 
川本 竜史(KAWAMOTO RYUUJI) 

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） 
CMP1220 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
定員 30 名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

フットサルの基礎技術を習得するとともに，個人戦術・チーム戦術に対する理解を深める。チームスポーツであるフットサルに対

する取り組みを通じて、コミュニケーション能力を高める。 

 

授業の内容（Course Contents） 

実技は，基本的にウォーミングアップ→テーマトレーニング→ゲームという流れで行う。適宜，個人戦術やチーム戦術に関する講

義も交える。女子や初心者の履修も歓迎する。実技授業であるため成績評価においては授業参加を重視し、仲間とともに楽しみ

ながら積極的に身体を動かすことを求める。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入「フットサルをしよう！」 

2. 基礎技術１とゲーム 

3. 基礎技術２とゲーム 

4. 基礎技術３とゲーム 

5. 講義「フットサルの戦術」 

6. 個人戦術１とゲーム 

7. 個人戦術２とゲーム 

8. 個人戦術３とゲーム 

9. チーム戦術１とゲーム 

10. チーム戦術２とゲーム 

11. チーム戦術３とゲーム 

12. セットプレー１とゲーム 

13. セットプレー２とゲーム 

14. まとめのゲーム 

 

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

授業終了時に適宜指示する。 

実技が中心となるため，体調を整えて授業に臨むこと。 

当該年度の定期健康診断を必ず受診すること。授業初回に健康診断の受診の有無を確認する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(20%)/授業参加および授業での取り組み(70%)/授業中に課す課題(10%) 

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ない 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FI601 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

スポーツスタディ１         新座 

(Sports Study 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
アダプテッドスポーツ 

担当者名 

（Instructor） 
堀江 航(HORIE WATARU) 

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） 
CMP1220 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
定員 24 名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

アダプテッドスポーツ（障害者スポーツ）への理解を深め、障害の有無にかかわらずスポーツを楽しむ能力を養う。スポーツ活動

を通して、コミュニケーションスキル、自己表現、リーダーシップなど一般社会において必要とされる能力を養う。 

 

授業の内容（Course Contents） 

車椅子スポーツを中心とした実技の他に、グループプレゼンテーションの作成、発表を実施する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 車椅子スポーツ① 

3. 車椅子スポーツ① 

4. 車椅子スポーツ① 

5. 車椅子スポーツ①まとめ 

6. 車椅子スポーツ② 

7. 車椅子スポーツ② 

8. 車椅子スポーツ② 

9. 車椅子スポーツ②まとめ 

10. その他のアダプテッドスポーツ 

11. その他のアダプテッドスポーツ 

12. グループプレゼンテーション作成・発表 

13. グループプレゼンテーション作成・発表 

14. まとめ 

 

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

当該年度の定期健康診断を必ず受診すること。授業初回に健康診断の受診の有無を確認する。   

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

実技(30%)/グループプレゼンテーション(30%)/出席及び授業態度(30%)/クイズ(10%) 

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ない 

 

テキスト（Textbooks） 

使用しない。必要に応じて資料を配布する。  

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FI602 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

スポーツスタディ１         新座 

(Sports Study 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
レクリエーショナルスポーツ 

担当者名 

（Instructor） 
金子 和正(KANEKO KAZUMASA) 

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） 
CMP1220 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
定員 40 名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

競技スポーツとは違ったスポーツの楽しさを経験します。子供たちが遊んでいる遊びを方法を変えるだけで大人が楽しめることを

学びます。 

 

授業の内容（Course Contents） 

日本の伝承的な遊びから始まって，競技スポーツの準備運動でも使えるゲーム，さらに冒険的なゲームも経験していきます。ゲ

ームの楽しさを中心に実施後の爽やかさを大切に展開します。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. アイスブレークゲーム 

2. イニシアチブゲーム１ 

3. イニシアチブゲーム２ 

4. 室内で行うニューゲーム１ 

5. 室内で行うニューゲーム２ 

6. 室内で行うニューゲーム３ 

7. 屋外で行うニューゲーム１ 

8. 屋外で行うニューゲーム２ 

9. 屋外で行うニューゲーム３ 

10. チーム力を高めるゲーム１ 

11. チーム力を高めるゲーム２ 

12. ゲームを考えよう 

13. ゲーム作りと実践 

14. まとめ 

 

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

必要に応じて，授業中に指示します。 

当該年度の定期健康診断を必ず受診すること。授業初回に健康診断の受診の有無を確認する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業参加度および授業態度(80%)/技術習熟度(20%) 

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ない 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

ゲームはいろいろな場面で活躍しています。コミュニケーションつくりから競技力アップまで様々です。ゲームに対する考え方を変

えていきましょう。 

 

注意事項（Notice） 
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■FI603 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

スポーツスタディ１         新座 

(Sports Study 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
レクリエーショナルスポーツ 

担当者名 

（Instructor） 
杉本 亮子(SUGIMOTO RYOUKO) 

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） 
CMP1221 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
定員 40 名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

Through playing the ball games and having discussions, students will learn how to arrange rules and equipment depending on 

varieties of age, gender and physical strength of participants..  

In addition, students will have opportunities to develop communication skills in English. 

 

授業の内容（Course Contents） 

First of all, students will play several sports including new sports together. Then you will be divided into some groups and play a 

ball game and discuss how you can arrange rules and equipment to please each participant safely and effectively.  

You will basically communicate with each other in English in this course. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction and playing Dodge ball 

2. Soft volleyball: Using various kinds of balls 

3. Soft volleyball and Indiaca: Discussing about the rules 

4. Badminton: Playing doubles game 

5. Badminton: Arranging the rules and equipment 

6. Portball: Discussing the rules and the equipment 

7. Portball: Discussing the safety 

8. Ultimate: Practicing throwing and catching disc 

9. Ultimate: Discussing the area and the rules 

10. Unihock: Practicing how to use the equipment safely 

11. Unihock: Discussing the equipment and the manner 

12. Minifootball: Discussing the rules, the equipment and the area 

13. Minifootball: Discussing the safety and the manner 

14. Submit report and playing a ball game 

 

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

Students must complete a medical examination. 

Changing clothes and wearing indoor shoes are required. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(35%)/Class attendance and attitude in class(55%)/Assignment(10%) 

If you are not attending more than 2/3, you will not be eligible for grade assessment. 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FI621 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

スポーツスタディ１ 

(Sports Study 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
レクリエーショナルスポーツ 

担当者名 

（Instructor） 
マックグラス(MCGRATH,KELLY F.) 

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） 
CMP1221 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
定員 30 名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

Students will learn the basic skills and rules guiding a variety of recreational activities, in addition to developing English 

communication skills. Students will gain an understanding of how positive lifestyle changes through exercise can enhance an 

individual’s physical, mental and social well-being. Students will develop the ability to manage a personalize fitness program by 

following the F.I.T.T, guidelines. 

 

授業の内容（Course Contents） 

Instruction for this course will be conducted in English. The recreational activities covered are grouped into three categories: 

ball sports (table tennis, mini tennis, floor hockey), studio activities (yoga, and balance ball) and conditioning (circuit training). 

Guidelines for the promotion of the fitness elements of flexibility, strength and endurance will be covered at the beginning of 

class. In addition, mindfulness training (MT) will be introduced as a strategy to increase awareness of healthy habits and 

promote greater wellness. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Review facility guidelines, evaluation and complete health screening. 

2. Table Tennis -  Introduce static and dynamic stretching. 

3. Table Tennis -  Introduce ballistic and PNF stretching. 

4. Yoga - Pilates - Introduce mindfulness strategies for promoting awareness and attention to body sensations (kinesthetic 

sense). 

5. Yoga - Power - Expand mindfulness strategies for promoting awareness and attention to body sensations (kinesthetic 

sense), and introduce activities to promote mindful concentration. 

6. Circuit Training - Introduce F.I.T.T. principle guidelines for strength training. 

7. Circuit Training - Introduce outline for report. 

8. Mini Tennis  

9. Mini Tennis 

10. Exercise ball - Introduce F.I.T.T. principle guidelines for flexibility. 

11. Exercise ball - Introduce F.I.T.T. principle guidelines for endurance training. 

12. Floor Hockey 

13. Floor Hockey 

14. Table Tennis / Submit Report 

 

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

Students must complete a medical examination and the pre-screeening form prior to exercise. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Class attendance and participation(60%)/最終レポート(Final Report)(15%)/Effort(25%) 

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ない 

 

テキスト（Textbooks） 

None 

 

参考文献（Readings） 

Handouts will be provided in class. 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FI625 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

スポーツスタディ１ 

(Sports Study 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
太極拳 

担当者名 

（Instructor） 
劉 志(LIU ZHI) 

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） 
CMP1220 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
定員 30 名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

教材とする 24 式太極拳特有の柔らかく緩やかな動きと呼吸，そして意識までをも調和させる中で，自己の「からだ」をみつめ直

し，生涯にわたる健康づくりについて考える。 

 

授業の内容（Course Contents） 

太極拳は中国に起源をもち，長い歴史を有する武術であり健康法である。技術の習得に向け，個人練習のみならず， 教えあう

中での技術向上と同時に他者とのコミュニケーションを図ることを目指し，グループでの練習も行う。また，講義を授業期間の１／

３程度行う。講義では，現代人にとっての運動・スポーツの必要性について様々な角度から考えいく。太極拳は「楽しい」けれど，

24 動作を習得するのは「楽」ではないかもしれない。毎回新しい動作を学ぶことになるので，できるだけ欠席のないことが望まし

い。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 太極拳とは 

2. 基本姿勢の習得，起勢，左右野馬分鬃 

3. 白鶴亮翅，左右楼膝拗歩 

4. 手揮琵琶，左右倒巻肱 

5. 左攬雀尾，右攬雀尾 

6. 単鞭，雲手，単鞭 

7. 高探馬，前半の復習 

8. 右蹬脚，双峰貫耳，転身左蹬脚 

9. 左下勢独立，右下勢独立 

10. 左右穿梭，海底針，閃通臂，グループ練習 

11. 転身搬欄捶，如封似閉，十字手，収勢，グループ練習 

12. 後半の復習，グループ練習 

13. グループ練習 

14. テスト 

 

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

必要に応じて，授業中に指示する。 

当該年度の定期健康診断を必ず受診すること。授業初回に健康診断の受診の有無を確認する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(30%)/最終レポート(Final Report)(20%)/授業への参加態度(50%) 

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ない 

 

テキスト（Textbooks） 

特に指定しない。必要に応じて資料を配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 日本武術太極拳連盟、2013年、『太極拳実技テキスト』、日本武術太極拳連盟 

日本武術太極拳連盟編『太極拳実技テキスト』（日本武術太極拳連盟 2013 年 2,000 円） 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

初回より更衣が必要である。かかとの厚くない室内用シューズを用意すること。積極的に授業に参加することが望ましい。 

初回に持参が必要なもの：縦４㎝×横３㎝の顔写真（スナップ写真可とするので、現在の容姿にできるだけ近いもの）、通学定期

乗車券発行控、スポーツウエア、スポーツシューズ、太極拳を学ぼうという意欲 

 

注意事項（Notice） 
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■FI626 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

スポーツスタディ１ 

(Sports Study 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
長拳 

担当者名 

（Instructor） 
劉 志(LIU ZHI) 

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） 
CMP1220 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
定員 30 名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

初級長拳第三路の習得を通して、武術としての身体、意識、呼吸を認識し、理解し、三者を整えて一体とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

長拳は中国武術である。その内容は多種多様であり、手型、手法、歩型、身法、腿法をはじめ、バランス及び翻騰跳躍などが含

まれる。長拳の動作はゆったりと大きく、関節の可動範囲が広いため、筋肉と靭帯の柔軟性、弾力性などに良い作用をする。 

技術を習得するため全体練習と個人練習を行う他、グループに分けて練習することによって、他者とのコミュニケーションを図る。 

初級長拳三路は三十二の動作で構成され、すべてを習得するのは決して楽ではないが、チャレンジ精神を持って、ともに目標達

成を目指したい。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 長拳とは、基本技法を紹介 

2. 起勢，弓歩衝拳，弾腿衝拳，馬歩衝拳 

3. 弓歩衝拳，弾腿衝拳，大躍歩前穿 

4. 弓歩撃掌，馬歩架掌，虚歩栽拳，提膝穿掌 

5. 仆歩穿掌，虚歩挑掌，馬歩撃掌，叉歩雙擺掌，弓歩撃掌 

6. 転身踢腿馬歩盤肘，竭歩掄砸拳，仆歩亮掌，前半の復習 

7. 弓歩劈拳，換跳歩弓歩衝拳，馬歩衝拳，弓歩下衝拳 

8. 叉歩亮掌側踹腿，虚歩挑拳，弓歩頂肘 

9. 転身左拍脚，右拍脚，騰空飛脚，竭歩下衝拳 

10. 仆歩掄臂拳，提膝挑掌，提膝劈掌弓歩衝拳 

11. 収勢，後半の復習，グループ練習 

12. 全体復習，グループ練習 

13. グループ練習 

14. テスト 

 

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

必要に応じて、授業中に指示する。 

当該年度の定期健康診断を必ず受診すること。 

授業初回に健康診断の受診の有無を確認する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(30%)/最終レポート(Final Report)(20%)/授業への参加態度(50%) 

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ない 

 

テキスト（Textbooks） 

特に指定しない。必要に応じて資料を配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 呉彬、何瑞虹、李巧玲編著  馮暁佳訳、2008 年、『長拳-入門とレベルアップ』、中国人民体育出版社/ベースボール・マガジ

ン社監修 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

初回より更衣が必要である。かかとの厚くない室内用シューズを用意すること。積極的に授業に参加することが望ましい。 

初回に持参が必要なもの：縦 4cm×横 3cmの顔写真(スナップ写真可とするので、現在の容姿にできるだけ近いもの)、通学定期

乗車券発行控、動きやすいスポーツウェア、スポーツシューズ、長拳を学ぼうという意欲。 

 

注意事項（Notice） 
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■FI627 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

スポーツスタディ１ 

(Sports Study 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
レクリエーショナルスポーツ 

担当者名 

（Instructor） 
依田 珠江(YODA TAMAE) 

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） 
CMP1220 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
定員 30 名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

レクリエーショナルスポーツの基礎および方法を身につけ，場所やメンバーに応じてルールや道具を工夫し、参加者全員が楽し

むことを通して生涯スポーツの実践につなげる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

室内で行うことのできるスポーツを取り上げる。毎回担当者３〜４名を決め，ある種目について成り立ちや内容を紹介し、ルール

や使用する道具を応用して楽しむ方法を考え，それを全員で実践する。また学生同士のコミュニケーションを深めるため，実践の

際は毎時間、グループやチームを新たに作る。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 自己紹介 コミュニケーションゲーム 

2. 卓球（シングルス） 

3. 卓球（ダブルス） 

4. ユニホック① 

5. ユニホック② 

6. キンボール① 

7. キンボール② 

8. ボッチャ 

9. インディアカ 

10. スポーツ吹き矢 

11. ドッジビー 

12. ドッジボール 

13. ゴールボール 

14. フットサル 

 

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

参加する学生，場所に応じてその回の担当者（グループ）はルールや道具の応用を考え，練習方法などを発表する。レジュメを用

意すること。 

当該年度の定期健康診断を必ず受診すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(25%)/発表（準備・実施）(25%)/授業への参加態度(50%) 

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ない 

 

テキスト（Textbooks） 

特に指定しない。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FI628 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

スポーツスタディ１ 

(Sports Study 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
太極拳 

担当者名 

（Instructor） 
劉 立凡(RYU RIFAN) 

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） 
CMP1220 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
定員 30 名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

豊かな大学生活を送れるように健康づくり，運動不足の解消，体力アップを目指す。太極拳を通して運動能力を高め，それを楽し

む素養を身に付ける。 

 

授業の内容（Course Contents） 

健康を維持・増進させるための科学的知識を理解し，太極拳を通して，調心，調息，調身を中心としてトレーニングを行い，一つ

一つの基本動作からスムーズに流れるまでゆっくりとして動く，虚実バランス身体運動を練習する。また，太極拳の背景について

心身統一，養生思想も学ぶ。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 太極拳の基本トレーニング 

2. 太極拳の起勢，左右野馬分そう 

3. 白鶴亮翅，左右楼膝拗歩 

4. 手揮琵琶，左右倒巻肱 

5. 左攬雀尾，右攬雀尾 

6. 単鞭，雲手，単鞭 

7. 高探馬，右登脚，双峰貫耳 

8. 転身左登脚，左下勢独立 

9. 右下勢独立，左右穿梭 

10. 海底針，閃通臂 

11. 転身搬攬捶，如封似閉 

12. 十字手，収勢 

13. 全体復習トレーニング 

14. グループごとの発表 

 

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

必要に応じて，授業中に指示する。 

運動しやすい服装。 

当該年度の定期健康診断を必ず受診すること。授業初回に健康診断の受診の有無を確認する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

技術の習得度、受講態度、出席状況など(70%)/学期末レポート(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ない 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

著者楊進など『太極拳と呼吸の科学』（発行人池田哲雄 発行所株式会社ベースボール・マガジン社） 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FI630 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

スポーツスタディ１ 

(Sports Study 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
レクリエーショナルスポーツ 

担当者名 

（Instructor） 

中村 有紀(NAKAMURA YUKI) 

2018 年 7 月 24 日更新（担当者変更） 

【変更前】中村 大輔(NAKAMURA 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） 
CMP1220 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
定員 30 名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

レクリエーショナルスポーツの楽しさを追求するとともに，仲間との協調性を養う。  

 

授業の内容（Course Contents） 

室内でのレクリエーショナルスポーツを幅広く行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. アイスブレイク 

3. おにごっこ 

4. ユニホック 

5. ユニホック 

6. フットサル 

7. 縄跳び 

8. 2 人 3 脚 

9. スポーツ吹き矢 

10. からだづくり （トレーニング） 

11. インドアテニス 

12. バドポン 

13. 運動会 

14. まとめ 

 

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

特になし 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/授業参加度および授業態度(40%)/技術および授業理解度(20%) 

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ない 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

スポーツを行う際のルールの遵守（道具，服装，設備の利用法）を求めます。  

行う種目は変更の可能性がある． 

 

注意事項（Notice） 
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■FI651 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

スポーツスタディ２         新座 

(Sports Study 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
セルフケア・エクササイズ 

担当者名 

（Instructor） 
杉本 亮子(SUGIMOTO RYOUKO) 

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） 
CMP1220 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
定員 40 名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

自分の体力の何を向上したいかを知り,そのためにどのようなエクササイズプログラムを実施していけばよいかを体験し,考える。 

 

授業の内容（Course Contents） 

体のアンバランスや癖に気づき,改善したいところや理想を具体化し,強化,ストレッチ,リラックスする方法として,呼吸法を重視したピ

ラティスマットエクササイズとヨガ，持久力向上やストレス発散を目的とした有酸素運動プログラムを紹介する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 自分のからだについて考える 

2. ピラティス＆ヨガベーシックプログラム 1：ヨガとは＆ピラティスとは 

3. ベーシックプログラム 1：腹式＆全身呼吸 

4. ベーシックプログラム 1：柔軟性について 

5. ベーシックプログラム 1：姿勢について 1 

6. ベーシックプログラム 1：姿勢について 2 

7. ピラティス＆ヨガベーシックプログラム 2：バランスをとることについて 1 

8. エアロビックダンス＆ベーシックプログラム 2：有酸素運動について 

9. エアロビックダンス＆ピラティス on バランスボール：バランスをとることについて 2 

10. エアロビックダンス＆バランスボール 1 

11. エアロビックダンス＆バランスボール 2 

12. 体力向上についてのプログラム作成について 

13. DVD の利用について 

14. レポート提出＆まとめ 

 

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

授業内で行うエクササイズ中に,気づいた自分のからだの癖を,どのように直したらいいかを考える。 

室内用スポーツシューズが必要。運動のできる服装に着替えて参加すること。 

当該年度の定期健康診断を必ず受診すること。授業初回に健康診断の受診の有無を確認する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席数と授業内提出物(65%)/学期末授業内提出のレポート(35%) 

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ない 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FI652 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

スポーツスタディ２         新座 

(Sports Study 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
ボディコンディショニング 

担当者名 

（Instructor） 
アーント三浦(ARNDTMIURA REIKO) 

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） 
CMP1220 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
定員 40 名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

体調を総合的に整えることを焦点にあてた運動プログラムで身体を良い状態にし、より機能的に動ける身体づくりをめざす。また

それを維持する実践能力を身につける。 

 

授業の内容（Course Contents） 

姿勢や身体の動かし方の偏りに気づき、ストレッチングやレジスタンストレーニングによる整えエクササイズを習得する。また機能

的な身体の動きに必要なコーディネーション能力を高めるエクササイズの体験、さらに適正なウェイトコントロールのためのエクサ

サイズや食事との関連も理解する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. コンディショニングの理解（心身の状態チェック） 

2. 動きを通して自己の身体の状態を知る（姿勢・動きのチェック） 

3. 身体の動きをよくするムーブメントの理解 

4. 身体の動きをよくするムーブメントの実践 

5. ストレッチングの理解 

6. ストレッチングの実践 

7. レジスタンストレーニングの理解 

8. レジスタンストレーニングの実践 

9. コーディネーショントレーニングの体験（平衡性・協調性） 

10. コーディネーショントレーニングの体験（他者・道具とのタイミングをはかる） 

11. ウェイトコントロ－ルの正しい理解 

12. ウェイトコントロ－ルの運動実践 

13. 身体機能チェック 

14. まとめ・授業内レポートについて 

 

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

授業で行う体調チェックの方法を確認しておく 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席と授業参加度(70%)/授業でのレポート(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ない 

 

テキスト（Textbooks） 

授業時に紹介する 

 

参考文献（Readings） 

授業時に紹介する 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

着替えの用意。遅刻をしないよう参加のこと。健康診断を受診しておくこと。 

 

注意事項（Notice） 
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■FI654 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

スポーツスタディ２         新座 

(Sports Study 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
ウォーター・エクササイズ 

担当者名 

（Instructor） 
足立 哲(ADACHI SATORU) 

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） 
CMP1220 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
定員 20 名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

水の特性を知り、水泳・水中運動を通じて、水中環境下での運動への理解を深めます。健康づくり・体力向上・受講生自らが課題

発見と実践により、水と共に、コミュニケーション能力や幅広い視点から物事を考える能力の獲得を目標とします。 

 

授業の内容（Course Contents） 

講義では、水の特性、安全管理、水中運動の特性・効果や近代 4 泳法のポイントについて解説します。実技においては、浸水・

水中での生理的応答や流体力学について触れながら、水中運動や近代 4 泳法、水球を実施します。 

泳技能により実施内容に差がでる可能性があります。自ら学び・実践することを評価の対象とします。 

授業は全体を通じて、講義（１/３）、実技（２/３）を組み合わせて行います。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス・安全管理・泳力問診・水泳用健康診断 

2. 水中運動と陸上運動の違い・水の特性 

「水慣れ・水中ストレッチ・水泳の呼吸・水中ウォーキング・基本姿勢」 

3. 水泳の基礎 

「けのび・バタ足・背面キック」「水中レクリエーション」 

4. クロール（１） 

「面かぶりクロール・ローリングクロール」「水中レクリエーション」 

5. クロール（２） 

「クロールの呼吸動作・ローリング」 

6. 背泳ぎ 

「ちょうちょ泳ぎ・背泳ぎの呼吸動作・ローリング」 

7. 折り返し動作「オープンターン・タンブルターン」 

中・長距離の連続泳 

8. 平泳ぎ（１） 

「ウェッジキックとウィップキック・立ち泳ぎ」 

9. 平泳ぎ（２） 

「スカーリングのインスイープとアウトスイープ・コンビネーション」 

10. 様々な水泳（水球の基礎） 

「巻き足・パス・シュート・ドリブル」 

11. 様々な水泳（水球または用具を用いた水泳・特殊な泳法）（１） 

12. 様々な水泳（水球または用具を用いた水泳・特殊な泳法）（２） 

13. 水中運動の創造（１） 

14. 水中運動の創造（２） 

 

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

必要に応じて、授業中に指示します。 

実技においては、水着・スイムキャップ・ゴーグル・タオル等を準備してください。 

※初回の授業は水着等の実技時準備物は不要です。 

※水泳用健康診断を実施するため必ず出席するようお願いします。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席および授業への参加意欲(70%)/授業内レポート(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ない 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 
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参考文献（Readings） 

1. 財団法人日本水泳連盟、2005、『水泳コーチ教本』、大修館書店 

2. 財団法人日本水泳連盟、2005、『水泳指導教本』、大修館書店 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

当該年度の定期健康診断を必ず受診すること。授業初回に健康診断の受診の有無を確認する。 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 1044 - 

■FI655 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

スポーツスタディ２         新座 

(Sports Study 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
ウォーター・エクササイズ 

担当者名 

（Instructor） 
足立 哲(ADACHI SATORU) 

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） 
CMP1220 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
定員 20 名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

水の特性を知り、水泳・水中運動を通じて、水中環境下での運動への理解を深めます。健康づくり・体力向上・受講生自らが課題

発見と実践により、水と共に、コミュニケーション能力や幅広い視点から物事を考える能力の獲得を目標とします。 

 

授業の内容（Course Contents） 

講義では、水の特性、安全管理、水中運動の特性・効果や近代 4 泳法のポイントについて解説します。実技においては、浸水・

水中での生理的応答や流体力学について触れながら、水中運動や近代 4 泳法、水球を実施します。 

泳技能により実施内容に差がでる可能性があります。自ら学び・実践することを評価の対象とします。 

授業は全体を通じて、講義（１/３）、実技（２/３）を組み合わせて行います。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス・安全管理・泳力問診・水泳用健康診断 

2. 水中運動と陸上運動の違い・水の特性 

「水慣れ・水中ストレッチ・水泳の呼吸・水中ウォーキング・基本姿勢」 

3. 水泳の基礎 

「けのび・バタ足・背面キック」「水中レクリエーション」 

4. クロール（１） 

「面かぶりクロール・ローリングクロール」「水中レクリエーション」 

5. クロール（２） 

「クロールの呼吸動作・ローリング」 

6. 背泳ぎ 

「ちょうちょ泳ぎ・背泳ぎの呼吸動作・ローリング」 

7. 折り返し動作「オープンターン・タンブルターン」 

中・長距離の連続泳 

8. 平泳ぎ（１） 

「ウェッジキックとウィップキック・立ち泳ぎ」 

9. 平泳ぎ（２） 

「スカーリングのインスイープとアウトスイープ・コンビネーション」 

10. 様々な水泳（水球の基礎） 

「巻き足・パス・シュート・ドリブル」 

11. 様々な水泳（水球または用具を用いた水泳・特殊な泳法）（１） 

12. 様々な水泳（水球または用具を用いた水泳・特殊な泳法）（２） 

13. 水中運動の創造（１） 

14. 水中運動の創造（２） 

 

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

必要に応じて、授業中に指示します。 

実技においては、水着・スイムキャップ・ゴーグル・タオル等を準備してください。 

※初回の授業は水着等の実技時準備物は不要です。 

※水泳用健康診断を実施するため必ず出席するようお願いします。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席および授業への参加意欲(70%)/授業内レポート(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ない 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 
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参考文献（Readings） 

1. 財団法人日本水泳連盟、2005、『水泳コーチ教本』、大修館書店 

2. 財団法人日本水泳連盟、2005、『水泳指導教本』、大修館書店 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

当該年度の定期健康診断を必ず受診すること。授業初回に健康診断の受診の有無を確認する。 

 

注意事項（Notice） 
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■FI671 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

スポーツスタディ２ 

(Sports Study 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
ダイエットフィットネス 

担当者名 

（Instructor） 
杉浦 克己(SUGIURA KATSUMI) 

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） 
CMP1220 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
定員 30 名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

『正しいダイエット』について，運動と栄養の両面から科学的にアプローチし，講義と実技・実習によって体験学習する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

まずは自分の体格を評価する。そして，ダイエットに適した様々な運動を体験し，自分に合った運動を見つける。カルテを作成し

て、最終授業までの目標を設定し，毎回の授業で目標に向かって運動する。さらに，食事のバランスの整え方や，運動・栄養・休

養・ダイエットに関するトピックスについても学ぶので，授業時間の 30 分程度は講義，残りを実技とする。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス。アイスブレイク。ストレッチ 

2. 体組成の評価とトレーニング。マシンの使用法。カルテ作成 

3. ダイエットの基本。心拍数とエアロバイク 

4. 運動と栄養の基本。筋トレと有酸素運動。宿題「食事日記」 

5. 食事バランスガイド。宿題の解説。マシンとエアロバイク 

6. ウォーキングの基礎。ウォーキング実習 

7. バランスボールの基礎。バランスボールを用いたバランス運動と筋トレ 

8. バランスボールを用いたグループ運動とダンス 

9. サプリメント･アルコール。ステップエクササイズ 

10. 肥満と生活習慣病。チューブトレーニング 

11. アスリートの減量。ヨガ 

12. ファストフード。サーキットトレ（CT） 

13. 流行するダイエット法。CT 

14. 体組成の再評価。自分で考えるトレーニング。最終レポート 

 

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関する指示は、必要に応じて別途指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(20%)/平常点（出席および授業に取り組む姿勢）(60%)/宿題等の提出物(20%) 

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ない 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 杉浦克己、2012、『ダイエットフィットネスの基礎知識』、福村出版 (ISBN13: 978-4806128786) 

 

参考文献（Readings） 

特になし。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

・当該年度の定期健康診断を必ず受診すること。初回に健康診断の受診の有無を確認する。 

・体育館 PRACでの授業のため、初回から内履きを持ってくること。 

・就活で忙しいことが予想される 4 年次生など欠席しがちな人は履修しないこと。 

・初回の授業は着替えなくてよい。 

・本授業を履修すると、トレーニング許可証が取得できる。 

 

注意事項（Notice） 
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■FI672 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

スポーツスタディ２ 

(Sports Study 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
トレーニング 

担当者名 

（Instructor） 
岡田 純一(OKADA JUNICHI) 

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） 
CMP1220 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
定員 30 名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

安全で効果的なレジスタンストレーニングを実施するために，適切な挙上フォーム，目的に応じたプログラム作成法および実践法

を習得する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

抵抗を利用し身体の機能向上を図る Resistance Training は，スポーツ選手はもとより，健康・体力づくり運動といった視点で一般

成人においても広く実践されている。しかし，不適切な方法での実施は傷害の発生を誘発する。実践を通して，安全に重量を挙

上できる適切なフォームを習得し，技能向上を目指す。また，対象者のニーズに基づいたプログラムの計画と実施および効果測

定について実践する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション：プログラムデザイン 

2. 自重エクササイズ 

3. Back squat, Bench press（フォーム練習）, Arm curl, Front raise 

4. Bench press (nRM) , Upright rowing, Lunge squat 

5. Back squat, Bench press, Deadlift, Bent over rowing 

6. Back squat, Bench press, Bent over, Overhead squat, Lateral raise 

7. Back squat, Bench press, Forward lunge, Side lunge, Straight leg deadlift 

8. Bench press, Front squat, Front press, Hammer curl 

9. Back squat, Bench press, Pull over, Triceps extension, Wrist curl, Reverse wrist curl 

10. Back squat, Bench press, Shoulder shrug, Fly, Back fly 

11. Back squat, Bench press, One Hand Row, Concentration curl, Back press 

12. Bench press (1RM),グループトレーニング 

13. グループトレーニング（基礎） 

14. グループトレーニング（発展） 

 

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

必要に応じて，授業中に指示する。 

トレーニングウェア，シューズを着用すること。裸足やスリッパでの参加は厳禁とする。 

当該年度の定期健康診断を必ず受診すること。授業初回に健康診断の受診の有無を確認する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席状況および授業態度(50%)/最終レポート(Final Report)(30%)/実技テスト(10%)/最終テスト(Final Test)(10%) 

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ない 

 

テキスト（Textbooks） 

1. NSCAジャパン、2003、『ストレングス＆コンディショニング２  ［エクササイズ編］』、大修館書店 (ISBN:4469265357) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FI674 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

スポーツスタディ２ 

(Sports Study 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
セルフケア・エクササイズ 

担当者名 

（Instructor） 
大石 友子(OOISHI TOMOKO) 

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） 
CMP1220 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
定員 30 名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「自分自身とも環境とも調和して生きる」，この現代社会の命題に，ヨガを手掛かりにアプローチする。ヨガの理論を概観した上で，

運動と呼吸法の基礎を学び，各自が自己の心身の状態に気付き，理解し，整え，鍛えるための継続可能なボディワークとして習

得する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

講義では，ヨガの基礎知識と基本原理の概説を行う。実習では，１）６領域の基本的アーサナ（運動）とそのバリエーション，２）基

本的なプラナヤーマ（呼吸法）の解説を行い，実践する。セッションは十数種のアーサナを組合せた流れで行うが，毎回一つの主

要テーマにスポットを当てて取り組む。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス、および「太陽礼拝」実習 

2. 立位とバランス／講義：ヨガの基礎知識（略史・思想・分類・現状）と基本原理「八支則」 

3. 立位とバランス／講義：立位とバランスのメカニクス 

4. 前屈 

5. 前屈／講義：前屈のメカニクス 

6. 捻転／講義：調気法（呼吸法）解説と紹介 

7. 捻転／講義：捻転のメカニクス 

8. 後屈 

9. 後屈／講義：後屈のメカニクス 

10. 逆転 

11. アームバランス／講義：逆転とアームバランスのメカニクス 

12. 「太陽礼拝」のセルフプラクティス 

13. 呼吸へのフォーカス 

14. まとめ，セルフプラクティスに向けて 

 

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

各領域ごとに配布する解剖学的解説資料にもとづき、自宅等で基本のアーサナの復習を行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(30%)/授業への参加態度(40%)/技術の習熟度(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ない 

 

テキスト（Textbooks） 

授業時に資料を配布する。 

 

参考文献（Readings） 

必要に応じて授業中に紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

当該年度の定期健康診断を必ず受診すること。授業初回に健康診断の受診の有無を確認する。 

ヨガは体幹を鍛え，筋力ＵＰに大きな効果があり，運動量も多い。性別によらず楽しめる有意義な運動である。男女問わず受講し

てもらいたい。 

初回は、ガイダンス後に実習を行う。 

 

注意事項（Notice） 
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■FI675 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

スポーツスタディ２ 

(Sports Study 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
ダイエットフィットネス 

担当者名 

（Instructor） 
大石 友子(OOISHI TOMOKO) 

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） 
CMP1220 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
定員 30 名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

フィットネスとは，外見を形造ることにとどまらず，心身全体が健やかで適切な状態であることを意味する。では自己の全体像を管

理し，心身ともに調った状態で生きるために，いかにして身体運動を個々人の日常生活に無理なく取り入れることができるのか。

本授業では，この問題意識をベースに，自らの必要に応じた運動を選択し，能動的かつ継続的に行う意識と習慣を育む。 

 

授業の内容（Course Contents） 

日常生活の中で継続実践し易い身体運動を取り上げ，構造の解説を行いつつ実践する。各回は幾つかの種類の運動を組み合

わせた流れで行う。エクササイズには各自の記録用紙を用い，強度の自己管理にも取り組む。 

本授業の具体的課題は以下の通り。 

Ａ）インナーマッスルを鍛えて姿勢を変え，動きの質をベースアップ，および基礎代謝を上げる。Ｂ）アウターマッスルを鍛え，ボデ

ィラインを創る。C）エネルギー消費に着目し，有酸素運動効果のあるトレーニングについてその理論を学び実践する。 

これらの課題に対して下記の身体運動に取り組み，その効果についての解説を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス、およびフロースタイルヨガ実習 

2. フロースタイルヨガ／講義：筋肉と痩身概念の整理 

3. フロースタイルヨガ，筋コンディショニング／講義：筋コンディショニングの概説 

4. フロースタイルヨガ，筋コンディショニング／講義：エネルギーの摂取と消費の概説 

5. フロースタイルヨガ，筋コンディショニング／講義：エネルギー消費のしくみ解説 

6. エアロビクス・ダンス・エクササイズ／講義：ＬＴと心拍コントロール解説 

7. エアロビクス・ダンス・エクササイズ記録１／講義：有酸素運動概説 

8. エアロビクス・ダンス・エクササイズ記録２ 

9. エアロビクス・ダンス・エクササイズ記録３ 

10. エアロビクス・ダンス・エクササイズ記録４ 

11. エアロビクス・ダンス・エクササイズ記録５ 

12. エアロビクス・ダンス・エクササイズ記録６ 

13. 上記４種目の実践／講義：エアロビクス・ダンス・エクササイズの強度と難易度解説 

14. まとめ，セルフトレーニングに向けて 

 

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

第一回から行うヨガをベースとしたトレーニングを、週 3 回程度自宅等で行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(30%)/授業への参加態度(40%)/技術の習熟度(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ない 

 

テキスト（Textbooks） 

授業時に資料を配布する。 

 

参考文献（Readings） 

必要に応じて授業中に紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

当該年度の定期健康診断を必ず受診すること。授業初回に健康診断の受診の有無を確認する。 

室内用シューズを用意し，裸足になれる動き易い服装，水分補給の用意をして参加すること。 

初回は、ガイダンス後に実習を行う。 

 

注意事項（Notice） 
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■FI676 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

スポーツスタディ２ 

(Sports Study 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
セルフケア・エクササイズ 

担当者名 

（Instructor） 
杉本 亮子(SUGIMOTO RYOUKO) 

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） 
CMP1220 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
定員 30 名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

自分の体力の何を向上したいかを知り,そのためにどのようなエクササイズプログラムを実施していけばよいかを体験し,考える。 

 

授業の内容（Course Contents） 

体のアンバランスや癖に気づき,改善したいところや理想を具体化し,強化,ストレッチ,リラックスする方法として,呼吸法を重視したピ

ラティスマットエクササイズとヨガ，持久力向上やストレス発散を目的とした有酸素運動プログラムを紹介する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 自分のからだについて考える 

2. ピラティス＆ヨガベーシックプログラム 1：ヨガとは＆ピラティスとは 

3. ベーシックプログラム 1：腹式＆全身呼吸 

4. ベーシックプログラム 1：柔軟性について 

5. ベーシックプログラム 1：姿勢について 1 

6. ベーシックプログラム 1：姿勢について 2 

7. ピラティス＆ヨガベーシックプログラム 2：バランスをとることについて 1 

8. エアロビックダンス＆ベーシックプログラム 2：有酸素運動について 

9. エアロビックダンス＆ピラティス on バランスボール：バランスをとることについて 2 

10. エアロビックダンス＆バランスボール 1 

11. エアロビックダンス＆バランスボール 2 

12. 体力向上についてのプログラム作成について 

13. DVD の利用について 

14. レポート提出＆まとめ 

 

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

授業内で行うエクササイズ中に,気づいた自分のからだの癖を,どのように直したらいいかを考える。 

室内用スポーツシューズが必要。運動のできる服装に着替えて参加すること。 

当該年度の定期健康診断を必ず受診すること。授業初回に健康診断の受診の有無を確認する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席数と授業内提出物(65%)/学期末授業内提出のレポート(35%) 

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ない 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FI678 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

スポーツスタディ２ 

(Sports Study 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
ウォーター・エクササイズ 

担当者名 

（Instructor） 
小谷 実可子(KOTANI MIKAKO) 

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） 
CMP1220 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
定員 20 名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

水中でのさまざまな動きや技術を身につけるとともに、シンクロナイズドスイミングを通じて、互いに協調することにより、健やかな

心身づくりを目指す。 

 

授業の内容（Course Contents） 

シンクロナイズドスイミングの基本である浮くこと、手のかきによって身体をコントロールすることおよび曲と仲間と同調することに

より、近代４泳法とは異なる水泳の魅力を体感する。また、シンクロナイズドスイミングとオリンピックの歴史について学び、個々の

オリンピックへのかかわりについて、考える。2020 年に向けて、オリンピアンの立場から、スポーツの力や意義について伝えてい

く。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス１  水泳健康診断 施設見学 

2. ガイダンス２  プールでのルール・マナー、シンクロナイドスイミング競技について 

3. 泳力のレベルチェック(グループ分け) 

4. シンクロの基本技術１ (浮き身)、リズム水泳１ (音楽に合わせて、心身のリラックスとグループでのシンクロナイゼーション

を身につける) 

5. シンクロの基本技術２ (スカーリング・立ち泳ぎ)、リズム水泳２ 

6. シンクロの基本技術３ (スカーリング・立ち泳ぎ)、リズム水泳３ 

7. シンクロの基本技術４ (カーリング・立ち泳ぎ)、リズム水泳４ 

8. シンクロの基本技術５ (フローティング)、リズム水泳５ 

9. シンクロの基本技術６ (フローティング)、リズム水泳６ 

10. 水中での危機管理について ーシンクロナイズドスイミングの技術習得の効果ー 

11. シンクロナイズドスイミングの演技披露に向けたグループ分けと創作 

12. シンクロナイズドスイミングの演技披露に向けた練習１ 

13. シンクロナイズドスイミングの演技披露に向けた練習２ 

14. シンクロナイズドスイミングの演技披露、まとめ 

 

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

水着（競泳用）、スイムキャップ、ゴーグル、タオルなどを準備すること。必要に応じて、ノーズクリップは貸出し。 

初回の授業で、水泳用健康診断を実施するので必ず出席すること。当該年度の定期健康診断を必ず受診すること。授業初回に

健康診断の受診の有無を確認する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(20%)/授業態度・参加意欲(60%)/技術の習得度(20%) 

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ない 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 金子正子、2008、『日本シンクロ栄光の軌跡』、出版芸術社 

2. 小谷実可子、2011、『小谷実可子のママといっしょにかんたんスイミング』、メディアファクトリー 

3. 小谷実可子、1998、『ドルフィン・ピープル』、近代文芸社 

4. 小谷実可子、2004、『小谷実可子の一筆啓上』、中日新聞社 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

４泳法のうち、いずれかの２種目で 25ｍを楽に泳ぐことができることを基本条件とする（シンクロナイズドスイミングの経験は問わ

ない）。 
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注意事項（Notice） 
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■FI679 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

スポーツスタディ２ 

(Sports Study 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
東洋的フィットネス 

担当者名 

（Instructor） 
新井 英夫(ARAI HIDEO) 

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） 
CMP1220 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
定員 30 名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

自然に学び、力を抜く・ほぐす身体メソッド「野口体操」を理論と実技とで学びます。自然で無理のない身体の使い方を具体的に身

につけるとともに、多文化共生や社会包摂といった視座から、これからのくらしや社会のあり方の方向性を自分自身の「からだの

実感」を土台として領域横断的に考察する姿勢を培うことを目標とします。 

 

授業の内容（Course Contents） 

授業は、その日のテーマの講義と実技の両方とで進めます。「野口体操」は野口三千三(1914〜98 年、東京芸術大学名誉教授)

によって創始され、音楽・ダンス・演劇・美術・教育・医療・哲学・生涯教育など幅広い分野に影響を与えたユニークな体操です。キ

ーワードは「自分とは自然の分身」「力を抜けば抜くほど力が出る」「感覚こそ力なり」。自然の原理に沿って「力を抜く・ほぐす」と

いう方向から、一生涯付き合っていく自分自身のからだとの向き合い方やメンテナンスの仕方を紹介します。「からだの実感」か

ら、これからの時代の多様な生き方を共に探っていきましょう。体育・運動が苦手という人も歓迎です。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 【ガイダンス】「野口体操とは、どんな体操なのか?」をガイダンスします 

2. 【基本の動き:1】「力を抜けば抜くほど力が出る」をテーマに、力を抜くことと動きの主エネルギーの関係について学びます 

3. 【基本の動き:2】「感覚こそ力なり」をテーマに、力を抜くことと感覚の関係について、ウェーバーの法則を基に学びます 

4. 【基本の動き:3】「柔らかさとは変化の可能性の豊かさ」をテーマに、力を抜きつつ「丁度いい力の入れ方」について学びます 

5. 【呼吸と動き:1】「息の仕方は生き方そのもの」をテーマに、呼吸に関する筋肉の生物史を理解した上で、動きの実感と照ら

して学びます 

6. 【呼吸と動き:2】「胸式呼吸(胸郭式呼吸)と腹式呼吸(横隔膜式呼吸)」をテーマに、それぞれの特性を動きの実感と照らして

学びます 

7. 【動きのコミュニケーション:1】「からだとの対話」をテーマに、野口体操のマッサージの持つカラダからココロをほぐす可能性

について学びます 

8. 【動きのコミュニケーション:2】「関係づくりの基本感覚」をテーマに、野口体操のマッサージの持つ非言語コミュニケーション

としての可能性について学びます 

9. 【自然で楽な姿勢と動き】「卵を立ててみる」をテーマに、立つことと鉛直の関係、自由な動きの可能性を含んだ姿勢のあり

方について学びます 

10. 【エネルギーを効率よく伝える】「ムチとハンマーの原理」をテーマに、からだの中身の質感を変化させた効率の良い動き方

について学びます 

11. 【道具と人間の関係】「道具や玩具とからだ動き」をテーマに、タイミングやバランスと動きのコツについて学びます 

12. 【動き・イメージ・言葉】「言葉にからだの実感を結び直す」をテーマに、人間に与えられたイメージ能力(内臓感覚)と非意識・

意識との関係について、動きの実感と照らして学びます 

13. 【自然とは? 人間とは?】「無生物から生物そして人間へ、今ここの"わたし"とは?」をテーマに、岩石・鉱物・化石などから、自

分とは何か? を多面的に考察する「野口体操」の自然哲学の姿勢を学びます 

14. 【実技テストとまとめ】野口体操への理解を深めるまとめとして、授業時間内に「実技テスト」を行います 

 

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

実技で身体を動かすだけでなく、アタマとココロとからだ「まるごと全体」でこの授業に臨んでほしいと思います。まず動いてみて感

じることとその実感と照らして考えること、この往復が大切です。参考文献の中から、どれかを読んでおきましょう。以下、野口体

操公式ホームページも参照のこと。 

http://www.noguchi-taisou.jp/ 

当該年度の定期健康診断を必ず受診すること。授業初回に健康診断の受診の有無を確認します。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加状況と態度、および毎授業後のコメントシート記述内容(50%)/最終レポート(Final Report)(25%)/授業内最終回で行

う実技テスト(25%) 

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ない 
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テキスト（Textbooks） 

特になし。適宜参考資料コピーを授業時に配布します。 

 

参考文献（Readings） 

1. 野口三千三、2003、『原初生命体としての人間』、岩波書店 (ISBN:4-00-603080-0) 

2. 羽鳥操、2015、『野口体操入門 からだからのメッセージ』、岩波書店 (ISBN:978-4-00-603287-6) 

3. 羽鳥操、2002、『野口体操 感覚こそ力』、春秋社 (ISBN:4-393-31268-6) 

4. 野口三千三、2002、『野口体操 からだに貞く』、春秋社 (ISBN:978-4-393-31285-8) 

5. 野口三千三、2002、『野口体操 おもさに貞く』、春秋社 (ISBN:4-393-31270-8) 

6. 羽鳥操、2004、『野口体操 ことばに貞く-野口三千三語録』、春秋社 (ISBN:4-393-31282-1) 

7. 羽鳥操、2012、『野口体操 マッサージから始める』、筑摩書房 (ISBN:978-4-480-42992-6) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

動きやすい服装で参加してください(スカートやきついジーンズは不可)。裸足や靴下でも構いませんが、ダンスシューズのような

底の厚くない「上履き」を用意してもらえたら理想的です。この世界でたったひとつの自分自身のからだと丁寧に向き合うことから

はじめましょう。授業では個々のからだの違いを認め合いながら他者と緩やかに関わることで、多様性への理解を実感を元に深

められたらと思います。適宜ペアやグループでのワークも実施していく予定です。共に感じ考え発見し合う、楽しい授業をつくって

いきましょう。 

参照:野口体操公式ホームページ 

http://www.noguchi-taisou.jp/ 

 

注意事項（Notice） 
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■FI681 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

スポーツスタディ２ 

(Sports Study 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
ボディコンディショニング 

担当者名 

（Instructor） 
伊藤 詩織(ITO SHIORI) 

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） 
CMP1220 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
定員 30 名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

身体のコンディショニングを実践することは、健康の維持増進のみならず QOL（生活の質）の向上につながる。政策内容や健康

づくりに関する諸概念を正しく理解すること、運動をはじめとした健康づくりに親しむ基礎を構築すること、自らの身体に関心を向

け、生活をコントロールする意欲を醸成することを目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

講義では、厚生労働省の定める健康づくりのための身体活動基準を知り、個人の身体データを用いて運動、栄養、休養について

学ぶ。実技では、講義で学んだ内容の実践や Gボールを使用した運動等をおこなう。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 健康日本 21、身体データ測定 

3. 身体活動量の評価とエネルギー消費量、Gボールを使った運動１ 

4. 個人の健康づくり 

5. 健康のためのダイエット 

6. 栄養、女性のボディコンディショニング 

7. コンディショニングとしての休養 

8. コンディションチェック１、Gボールを使った運動２ 

9. コンディションチェック２、Gボールを使った運動３ 

10. グループワーク１ 

11. グループワーク２ 

12. グループワーク３ 

13. グループワーク４ 

14. グループワーク５ 

 

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） 

リアクションペーパー(42%)/中間レポート(20%)/グループワーク(38%) 

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ない 

 

テキスト（Textbooks） 

特に必要としない。必要に応じて授業時にプリントを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

・運動に適した服装・シューズで受講すること。 

・当該年度の定期健康診断を必ず受診すること。受診していない場合は、成績評価の対象としない場合がある。 

・必要に応じて、グループワーク（ディスカッション、発表など）を予定している。 

・資料の配布、課題の提出などに Blackboardを使用する。 

・Blackboardを通じて、中間レポートに対する講評をおこなう。 

・授業進度等によって内容を変更する場合がある。 

 

注意事項（Notice） 
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■FI683 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

スポーツスタディ２ 

(Sports Study 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
ウォーター・エクササイズ 

担当者名 

（Instructor） 
足立 哲(ADACHI SATORU) 

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） 
CMP1220 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
定員 20 名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

水の特性を知り、水泳・水中運動を通じて、水中環境下での運動への理解を深めます。健康づくり・体力向上・受講生自らが課題

発見と実践により、水と共に、コミュニケーション能力や幅広い視点から物事を考える能力の獲得を目標とします。 

 

授業の内容（Course Contents） 

講義では、水の特性、安全管理、水中運動の特性・効果や近代 4 泳法のポイントについて解説します。実技においては、浸水・

水中での生理的応答や流体力学について触れながら、水中運動や近代 4 泳法、水球を実施します。 

泳技能により実施内容に差がでる可能性があります。自ら学び・実践することを評価の対象とします。 

授業は全体を通じて、講義（１/３）、実技（２/３）を組み合わせて行います。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス・安全管理・泳力問診・水泳用健康診断 

2. 水中運動と陸上運動の違い・水の特性 

「水慣れ・水中ストレッチ・水泳の呼吸・水中ウォーキング・基本姿勢」 

3. 水泳の基礎 

「けのび・バタ足・背面キック」「水中レクリエーション」 

4. クロール（１） 

「面かぶりクロール・ローリングクロール」「水中レクリエーション」 

5. クロール（２） 

「クロールの呼吸動作・ローリング」 

6. 背泳ぎ 

「ちょうちょ泳ぎ・背泳ぎの呼吸動作・ローリング」 

7. 折り返し動作「オープンターン・タンブルターン」 

中・長距離の連続泳 

8. 平泳ぎ（１） 

「ウェッジキックとウィップキック・立ち泳ぎ」 

9. 平泳ぎ（２） 

「スカーリングのインスイープとアウトスイープ・コンビネーション」 

10. 様々な水泳（水球の基礎） 

「巻き足・パス・シュート・ドリブル」 

11. 様々な水泳（水球または用具を用いた水泳・特殊な泳法）（１） 

12. 様々な水泳（水球または用具を用いた水泳・特殊な泳法）（２） 

13. 水中運動の創造（１） 

14. 水中運動の創造（２） 

 

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

必要に応じて、授業中に指示します。 

実技においては、水着・スイムキャップ・ゴーグル・タオル等を準備してください。 

※初回の授業は水着等の実技時準備物は不要です。 

※水泳用健康診断を受診するため必ず出席するようお願いします。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席および授業への参加意欲(70%)/授業内レポート(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ない 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 
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参考文献（Readings） 

1. 財団法人日本水泳連盟、2005、『水泳コーチ教本』、大修館書店 

2. 財団法人日本水泳連盟、2005、『水泳指導教本』、大修館書店 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

当該年度の定期健康診断を必ず受診すること。授業初回に健康診断の受診の有無を確認する。 

 

注意事項（Notice） 
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■FI685 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

スポーツスタディ２ 

(Sports Study 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
ボディシェイプ 

担当者名 

（Instructor） 
吉田 真咲(YOSHIDA MISAKI) 

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） 
CMP1220 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
定員 30 名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

現代社会において，運動不足がさまざなま健康問題を引き起こしている。ウエイトコントロールや体力向上に関する科学的知識

からこれらの重要性を理解し，さらに実践力を身につけることを目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

講義では，ウエイトコントロールの正しい知識および運動による効果を解説する。それらをふまえ，どのような取り組みが自分の

からだに必要なのかを考察する。実技では， 自分のからだを知り，自身の体力を向上させるためのトレーニングを実践する。授

業時間の 1/3 を講義、残りの 2/3 を実技とする。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

身体組成測定と自宅でできるトレーニング 

2. ウエイトコントロールの重要性 

体力測定 

3. 身体組成の評価 

マシントレーニング１ 

4. 体力の重要性と評価 

マシントレーニング２ 

5. 運動の重要性 

ウォーキング 

6. トレーニングの基礎 

自体重での筋力トレーニング 

7. 筋力トレーニング 

ダンベルでの筋力トレーニング 

8. 有酸素運動 

バランスボール１ 

9. 栄養の基礎 

バランスボール２ 

10. 食事バランスガイド 

サーキットトレーニング 

11. サプリメント 

エアロビックエクササイズ１ 

12. 休養の重要性 

エアロビックエクササイズ 

13. トレーニングメニューの組立 

トレーニングメニューの実践 

14. まとめ 

 

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

授業内で行った内容を日常生活においても実践する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加態度(50%)/技術の習熟度(10%)/最終レポート(Final Report)(40%) 

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ない 

 

テキスト（Textbooks） 

特に指定しない。必要に応じて授業時にプリントを配布する。 
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参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

運動に適した服装・シューズで受講すること。 

初回より更衣すること。 

当該年度の定期健康診断を必ず受診すること。授業初回に健康診断の受診の有無を確認する。 

顔写真を持参すること。 

受講者の興味等によって授業内容を変更することがある。 

 

注意事項（Notice） 
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■FI701 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

スポーツスタディ３         新座 

(Sports Study 3) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
ゴルフ 

担当者名 

（Instructor） 
江原 義智(EHARA YOSHITOMO) 

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） 
CMP1220 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
定員 40 名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

生涯スポーツとしてゴルフを楽しむための基礎的な技術、ルールおよびマナーを習得することを目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

この授業では、グラウンドで練習用ボールを打撃し、スイングの基本を習得する。また、グラウンドに仮設コースをつくり、実践的

なラウンドプレーの方法を学習する。さらに、名門ゴルフ場において適用可能な一流のマナーおよびトーナメントプロが実践する

スイング理論についても解説する。なお、授業計画は若干変更することもある。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション、授業で参考にする名門ゴルフ場と一流プロの紹介 

2. スイング方法（アドレス、グリップ、バックスイング、トップオブスイング、ダウンスイング、インパクト、フォロースルー、フィニッ

シュ） 

3. フォーム分析①自己フォームチェック（スイングチェックシートに基づいて行う） 

4. フォーム分析②自己フォームチェックと他者に対するコーチング 

5. ドライバーショット、アイアンショットの打ち方 

6. アプローチ、パターの打ち方と距離感 

7. ゴルフの歴史、ルール・マナー、用具の知識 

8. 模擬ラウンド①ラウンドプレーの概要 

9. 模擬ラウンド②ラウンドプレーにおけるルール・マナー 

10. 模擬ラウンド③ファストプレー 

11. 名門ゴルフ場と一流のマナー 

12. 模擬ラウンド④マーカーの指定、スコアカード作成・提出 

13. 模擬ラウンド⑤ワンランク上のプレーの方法 

14. 生涯スポーツとゴルフ、ゴルフと健康、練習場の使用方法 

 

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

必要に応じて、授業中に指示する。 

ゴルフのスイングができる服装、靴およびゴルフ用グローブを用意すること。 

当該年度の定期健康診断を必ず受診すること。授業初回に健康診断の受診の有無を確認する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加状況(50%)/授業に取り組む姿勢(30%)/最終レポート(Final Report)(20%) 

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ない 

 

テキスト（Textbooks） 

必要に応じて資料を配布する。 

 

参考文献（Readings） 

日本プロゴルフ協会『PGA基本ゴルフ教本』 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FI703 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

スポーツスタディ３         新座 

(Sports Study 3) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
サッカー 

担当者名 

（Instructor） 
川本 竜史(KAWAMOTO RYUUJI) 

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） 
CMP1220 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
定員 40 名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

サッカーの基礎技術を習得するとともに，個人戦術・チーム戦術に対する理解を深める。チームスポーツであるサッカーに対する

取り組みを通じて、コミュニケーション能力を高める。 

 

授業の内容（Course Contents） 

実技は，基本的にウォーミングアップ→テーマトレーニング→ゲームという流れで行う。適宜，個人戦術やチーム戦術に関する講

義も交える。女子や初心者の履修も歓迎する。実技授業であるため成績評価においては授業参加を重視し、仲間とともに楽しみ

ながら積極的に身体を動かすことを求める。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入「サッカーをしよう！」 

2. 基礎技術１とゲーム 

3. 基礎技術２とゲーム 

4. 基礎技術３とゲーム 

5. 講義「サッカーの戦術」 

6. 個人戦術１とゲーム 

7. 個人戦術２とゲーム 

8. 個人戦術３とゲーム 

9. チーム戦術１とゲーム 

10. チーム戦術２とゲーム 

11. チーム戦術３とゲーム 

12. セットプレー１とゲーム 

13. セットプレー２とゲーム 

14. まとめのゲーム 

 

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

授業終了時に適宜指示する。 

実技が中心となるため，体調を整えて授業に臨むこと。 

当該年度の定期健康診断を必ず受診すること。授業初回に健康診断の受診の有無を確認する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(20%)/授業参加および授業での取り組み(70%)/授業中に課す課題(10%) 

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ない 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FI704 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

スポーツスタディ３         新座 

(Sports Study 3) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
サッカー 

担当者名 

（Instructor） 
檜山 康(HIYAMA YASUSHI) 

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） 
CMP1220 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
定員 40 名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

本授業ではサッカーにおける基本的な戦術について理解し、実践できるようにすることを目標にする。サッカーの楽しみかたを経

験しながら、指導法も学んでもらいたいと考えている。 

 

授業の内容（Course Contents） 

技術レベルの高低に関わらず、「知る」ことによって「できる」ことが増えていく感覚を体験してもらいたい。また、「できる」経験を通

して、サッカーの楽しさを感じてもらい、その経験を人に伝えたいと思ってもらえるような授業にしたいと考えている。毎回、異なる

鬼ごっこなどのウォーミングアップからスタートし、授業ごとのテーマに沿った練習を２種目ほど行う。テーマ習得が自然と行えるよ

うな練習を行なっていく。授業後半は必ずゲームを行い、テーマの確認をしてもらう。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション・導入 

スポーツを楽しむとはどのようなことか？ 

2. ボール無しの動き（１） 

集団で動くことの難しさ 

3. ボール無しの動き（２） 

サポートの方法（タイミング、角度） 

4. ドリブル・ボールコントロール 

個人技術と集団戦術の関係 

5. プレーの先取り 

ボール無しの動きを引き出す スペースを創って使う 

6. 判断のスピード 

３人目の動きのタイミング 

7. １対１の対応 

局面と全体の関係 連動 

8. チームワーク 

組み立ての基本 

9. チャレンジ＆カバー 

局面の連動と全体の連動 

10. 攻撃の幅 

周りを見る 遠くを見る 

11. 攻撃の連動（１） 

幅を使いながら動き出す 

12. 攻撃の連動（２） 

切り替えの速さ コンパクトネス 

13. 数的優位を生かす 

出し手、受け手の意識 

14. 後方からのサポート 

組み立てのプランを持つ 

 

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

準備学習については、履修者に第１回目の授業時に説明する。 

スポーツに適した服装を着用のこと。雨天の場合は室内で実技を行う。 

当該年度の定期健康診断を必ず受診すること。授業初回に健康診断の受診の有無を確認する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/授業への参加度(30%)/実技テスト(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ない 
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テキスト（Textbooks） 

使用しない。適宜資料を配布する。 

 

参考文献（Readings） 

授業中に指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FI705 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

スポーツスタディ３         新座 

(Sports Study 3) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
フットサル 

担当者名 

（Instructor） 
檜山 康(HIYAMA YASUSHI) 

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） 
CMP1220 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
定員 40 名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

本授業ではフットサルにおける基本的な戦術について理解し、実践できるようにすることを目標にする。フットサルの楽しみかたを

経験しながら、指導法も学んでもらいたいと考えている。 

 

授業の内容（Course Contents） 

技術レベルの高低に関わらず、「知る」ことによって「できる」ことが増えていく感覚を体験してもらいたい。また、「できる」経験を通

して、フットサルの楽しさを感じてもらい、その経験を人に伝えたいと思ってもらえるような授業にしたいと考えている。毎回、異な

る鬼ごっこなどのウォーミングアップからスタートし、授業ごとのテーマに沿った練習を２種目ほど行う。テーマ習得が自然と行える

ような練習を行なっていく。授業後半は必ずゲームを行い、テーマの確認をしてもらう。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション・導入 

スポーツを楽しむとはどのようなことか？ 

2. ボール無しの動き（１） 

集団で動くことの難しさ 

3. ボール無しの動き（２） 

サポートの方法（タイミング、角度） 

4. ドリブル・ボールコントロール 

個人技術と集団戦術の関係 

5. プレーの先取り 

ボール無しの動きを引き出す スペースを創って使う 

6. 判断のスピード 

３人目の動きのタイミング 

7. １対１の対応 

局面と全体の関係 連動 

8. チームワーク 

組み立ての基本 

9. チャレンジ＆カバー 

局面の連動と全体の連動 

10. 攻撃の幅 

周りを見る 遠くを見る 

11. 攻撃の連動（１） 

幅を使いながら動き出す 

12. 攻撃の連動（２） 

切り替えの速さ コンパクトネス 

13. 数的優位を生かす 

出し手、受け手の意識 

14. 後方からのサポート 

組み立てのプランを持つ 

 

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

準備学習については、履修者に第１回目の授業時に説明する。 

スポーツに適した服装を着用のこと。 

当該年度の定期健康診断を必ず受診すること。授業初回に健康診断の受診の有無を確認する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/授業への参加度(30%)/実技テスト(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ない 
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テキスト（Textbooks） 

使用しない。適宜資料を配布する。 

 

参考文献（Readings） 

授業中に指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FI706 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

スポーツスタディ３         新座 

(Sports Study 3) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
卓球 

担当者名 

（Instructor） 
大石 和男(OISHI KAZUO) 

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） 
CMP1220 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
定員 40 名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

卓球のプレーを通じて，運動前後の気分の変化を知り，運動の効果を心理的側面から理解する。同時に，コミュニケーションスキ

ル，リラクセーションスキル，および卓球の技術の向上をはかる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

身体運動には，身体的効果に加えて気分の向上やストレスの低減，それに生きがい感の高まりなどの心理的効果のあることが

知られている。またチームプレイなどでは，問題に対し効果的に対処するライフスキルが身に付きやすい。これらの知識について

卓球の実技とセルフチェックを通じて学んでいく。毎回，運動の前後で簡単な気分の調査を実施する。またスポーツ活動終了後，

リラクセーション訓練を実施する。初回と期末の授業時にそれぞれストレス反応などの心理検査を実施する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 心理テスト１ その後，卓球の基礎技術 

2. 卓球の基礎技術 

3. 卓球の基礎技術 

4. 心理テスト１の結果報告およびコミュニケーションスキルの講義 

5. ダブルスゲーム 

6. ダブルスゲーム 

7. ダブルスゲーム 

8. ダブルスゲーム 

9. ダブルスゲーム 

10. ダブルスゲーム 

11. ダブルスゲーム 

12. 心理テスト２ その後，ダブルスゲーム 

13. ダブルスゲーム 

14. 授業のまとめおよび心理テスト２結果報告 

 

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

必要に応じて，授業中に指示する。 

当該年度の定期健康診断を必ず受診すること。授業初回に健康診断の受診の有無を確認する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/授業参加および普段の取り組みの姿勢(60%) 

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ない 

 

テキスト（Textbooks） 

特になし。 

 

参考文献（Readings） 

授業時に紹介。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FI721 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

スポーツスタディ３ 

(Sports Study 3) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
フットサル 

担当者名 

（Instructor） 
笛木 寛(FUEKI YUTAKA) 

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） 
CMP1220 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
定員 30 名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

フットサルのルールを理解し、基礎技術・戦術を身につける。コミュニケーション能力を発揮して、グループワーク（チームでの練

習、試合）が有効に機能する方法を考え実践する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

チーム分けをしたうえで、前半はフットサルの基礎技術・戦術を身につけるために統一テーマでの練習、試合を行う。後半はＭ-Ｔ

-Ｍメソッドを有効に機能させるためのポイントを解説し、チームごとに同メソッドを用いて、個人・チームパフォーマンスを向上させ

る方法を考え、実践する。Ｍ―Ｔ―Ｍメソッドとは、試合（Match）内容を分析し、有効な練習（Training）によってパフォーマンスを向

上させる一連の手法。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. チーム分け、試しのゲーム、ルールの理解 

3. ボール・ポゼッション 

4. シュートの技術、戦術 

5. 守備の技術、戦術 

6. リーグ戦①（M－T－M メソッドとは） 

7. 練習①（練習の形式と内容） 

8. リーグ戦②（練習の形式と内容） 

9. 練習②（良い練習とは） 

10. リーグ戦③（良い練習とは） 

11. 練習③（ベクトルを合わせる） 

12. リーグ戦④（ベクトルを合わせる） 

13. リーグ戦⑤（M－T－M メソッド再考） 

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関する指示は、必要に応じて別途指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

グループワークの取り組み(50%)/技術・戦術の習得度(20%)/レポート(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ない 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

初回授業時に①「通学定期乗車券発行控」、②「顔写真（４センチ×３センチ）１枚」の２点を持参してください。 

 

注意事項（Notice） 
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■FI723 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

スポーツスタディ３ 

(Sports Study 3) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
テニス 

担当者名 

（Instructor） 
佐藤 陽治(SATOU YOUJI) 

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） 
CMP1220 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
定員 20 名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

初心者指導を主導に各技術レベルの受講者の向上を目的とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

生涯スポーツに向けた導入である。技術レベルに班分けした授業が展開されるが，テニスセンス開発プログラムから導入し，ある

程度ボールが打てるようになるまでは初心者指導が中心となる。当面，上級者はメニューに従った自由練習が主になるが，必要

に応じて，初心者の練習に参加してもらうこともある。課題の一つにテニスに関するレポートの提出もある。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. テニスセンス開発プログラム(co-ordination) 

3. 基本的打球技術の習得(Ground Stroke)（1） 

4. 基本的打球技術の習得(Ground Stroke)（2） 

5. 基本的打球技術の習得(Ground Stroke)（3） 

6. 基本的打球技術の習得(Service) 

7. 基本的打球技術の習得(Net-play:Volley) 

8. 基本的打球技術の習得(Net-play:Overhead) 

9. 各基本的打球技術の連携 

10. 基本的戦術の理解（シングルス） 

11. 基本的戦術の理解（ダブルス） 

12. ゲーム（ダブルス）（1） 

13. ゲーム（ダブルス）（2） 

14. ゲーム（ダブルス）（3） まとめ 

 

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

必要に応じて，授業中に指示する。 

初心者は授業の前半は極力欠席を控えること。 

当該年度の定期健康診断を必ず受診すること。授業初回に健康診断の受診の有無を確認する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/授業参加度および授業での取り組み姿勢(60%) 

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ない 

 

テキスト（Textbooks） 

『テニス指導教本』（日本テニス協会編） 

 

参考文献（Readings） 

配付資料 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FI725 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

スポーツスタディ３ 

(Sports Study 3) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
フットサル 

担当者名 

（Instructor） 
檜山 康(HIYAMA YASUSHI) 

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） 
CMP1220 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
定員 30 名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

本授業ではフットサルにおける基本的な戦術について理解し、実践できるようにすることを目標にする。フットサルの楽しみかたを

経験しながら、指導法も学んでもらいたいと考えている。 

 

授業の内容（Course Contents） 

技術レベルの高低に関わらず、「知る」ことによって「できる」ことが増えていく感覚を体験してもらいたい。また、「できる」経験を通

して、フットサルの楽しさを感じてもらい、その経験を人に伝えたいと思ってもらえるような授業にしたいと考えている。毎回、異な

る鬼ごっこなどのウォーミングアップからスタートし、授業ごとのテーマに沿った練習を２種目ほど行う。テーマ習得が自然と行える

ような練習を行なっていく。授業後半は必ずゲームを行い、テーマの確認をしてもらう。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション・導入 

スポーツを楽しむとはどのようなことか？ 

2. ボール無しの動き（１） 

集団で動くことの難しさ 

3. ボール無しの動き（２） 

サポートの方法（タイミング、角度） 

4. ドリブル・ボールコントロール 

個人技術と集団戦術の関係 

5. プレーの先取り 

ボール無しの動きを引き出す スペースを創って使う 

6. 判断のスピード 

３人目の動きのタイミング 

7. １対１の対応 

局面と全体の関係 連動 

8. チームワーク 

組み立ての基本 

9. チャレンジ＆カバー 

局面の連動と全体の連動 

10. 攻撃の幅 

周りを見る 遠くを見る 

11. 攻撃の連動（１） 

幅を使いながら動き出す 

12. 攻撃の連動（２） 

切り替えの速さ コンパクトネス 

13. 数的優位を生かす 

出し手、受け手の意識 

14. 後方からのサポート 

組み立てのプランを持つ 

 

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

準備学習については、履修者に第１回目の授業時に説明する。 

スポーツに適した服装を着用のこと。 

当該年度の定期健康診断を必ず受診すること。授業初回に健康診断の受診の有無を確認する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/授業への参加度(30%)/実技テスト(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ない 
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テキスト（Textbooks） 

使用しない。適宜資料を配布する。 

 

参考文献（Readings） 

授業中に指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FI727 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

スポーツスタディ３ 

(Sports Study 3) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
テニス 

担当者名 

（Instructor） 
田中 伸明(TANAKA NOBUAKI) 

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） 
CMP1220 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
定員 20 名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

テニスの技術習得や，マナー，ルールをなど，テニスに関する知識の獲得を目標とすると同時に，テニスの楽しさ・奥深さを体験し

てもらうことも目的とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

その時限において課題・テーマをもとに練習し，それを実戦で試してみる，ということを基本的な授業の流れとする。また，適宜時

限内において，テニスに必要なマナー・ルール・知識についての説明も行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス，ストレッチング，水分補給について（教室講義） 

2. ショートラリーを中心としてのグランドストローク練習 

3. ショートラリーからのグランドストロークラリー練習 

4. グランドストローク基本練習 

5. グランドストローク，フットワークに留意しての練習 

6. サービス基本練習 

7. サービス練習（基本から応用），サービスレシーブ 

8. ボレー練習（基本） 

9. ボレー練習（対ストロークとのラリー） 

10. ダブルスの試合の進め方の説明，ダブルスの試合 

11. ダブルスの試合 

12. ダブルスの試合 

13. 生涯スポーツとしてのテニス１（教室講義） 

14. 生涯スポーツとしてのテニス２（教室講義） 

以上の授業計画は予定である。天候や受講生の習熟度等により変わることがある。また，受講生のレベルによっても変更

の可能性がある。 

 

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

テニスのルールやマナーなどについてインターネットや書籍等を活用し，授業で指示された課題などに取り組むこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加態度(50%)/期末レポート(30%)/技術点（技術修得・向上状況）(10%)/各時限での授業内容・指示の理解度(10%) 

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ない 

 

テキスト（Textbooks） 

特になし。必要に応じて資料を配付する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 公財）日本テニス協会、2015年、『テニス指導教本Ⅰ』、大修館書店 (ISBN:9784469267853) 

2. 公財）日本テニス協会、2018年、『JTA TENNIS RULE BOOK 2018』、日本テニス協会 

3. 別府諸兄監訳、2008 年、『テニスパフォーマンスのための実践トレーニングガイド』、ナップ (ISBN:978-4-931411-76-0) 

4. 澁谷隆良、2010 年、『指導者のためのテニスの科学と応用』、ブックハウス HD (ISBN:978-4-938335-51-9) 

5. ブラッド・ギルバート，スティーブ・ジェイミソン；宮城淳訳、1997年、『ウイニング・アグリー』、日本文化出版 (ISBN:978-4-

89084-022-2) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

１．当該年度の定期健康診断を必ず受診すること。授業初回に健康診断の受診の有無を確認する。 

２．テニスシューズを必ず準備すること。テニスラケットは貸出用があるが，準備できる者はマイラケット持参のこと。 

３．第 1 回目の授業は教室で実施する。更衣不要。その際に，健康診断受診確認をするので，「通学定期乗車券発行控」を忘れ
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ずに持参すること。実施教室は，ポールラッシュアスレチックセンター1Ｆ掲示板を確認すること。 

４．テニスに対する意欲の高い人の履修を希望する。 

 

注意事項（Notice） 
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■FI801 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

スポーツスタディ４ 

(Sports Study 4) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
ネイチャーキャンプ 

担当者名 

（Instructor） 

濁川 孝志(NIGORIKAWA TAKASHI) 

井手 拓郎(IDE TAKURO) 

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） 
CMP1220 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
定員 22 名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 豊かな森に囲まれた自然環境の中で，種々のアウトドア活動を行い，自然に親しみ，同時に環境問題を考える。 

 

授業の内容（Course Contents） 

 豊かな自然環境がいまだに現存する日本の秘境「奥只見」。ここを舞台に，カヌー，トレッキング，森林の観察，河川の観察，星

空の観察などを通じ，豊かな自然環境を肌で感じとる。それを前提に，日本の将来の自然環境の在り方について討議，学習す

る。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. ネイチャーキャンプとは 

3. 奥只見湖のカヌートレッキング 

4. 北の又川トレッキング：ブナ林の観察とその特性の考察 

5. 四季の花が見られる万年雪エリアの散策 

6. 中又川エリアのイヌワシ観察，植生観察，天然ウオータースライダーの体験 

7. しおり峠での星空観察：星空と時間の物語 

8. 中荒沢エリアでのキャンプ，焚き火，飯盒炊爨 

9. しおり峠での雲海観察 

10. ネイチャーゲームの体験 

11. 食と命について考える：イワナの捕獲と串焼きを通じて 

12. 自然と人間の関わりを考える：写真家星野道夫の足跡から 

13. 講義：アウトドア・アクティビティとウエルネス 

14. 講義：アウトドア・アクティビティとウエルネス② 

15. 全体討論：環境の改善に向けて，今我々にできる事 

※５日間を通じ，上記のプログラムを実施する。なお，プログラム内容は天候などの影響で変更されることがある。 

 

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

 授業準備の指示は，履修登録終了後に，Blackboard上にて行う。 

当該年度の定期健康診断を必ず受診すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

各プログラムへの参加意欲、態度(70%)/課題レポート(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ない 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 星野道夫、1993、『旅をする木』、文春文庫 (ISBN:978-4-16-751502-7) 

 

参考文献（Readings） 

随時紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

【日程】 ８月１日（水）～５日（日）４泊５日 

【宿泊先】〒946-0084 新潟県魚沼市銀山平温泉 湖山荘 

【参加費用】 39,400 円 

・参加費には保険料・宿泊費・施設利用費等を含むが、別途、実習地までの往復交通費を自己負担（現地集合・現地解散）とす

る。その他、実習地で費用が必要な場合があるので、必ず事前ガイダンスで確認すること。履修登録者はスケジュールを確認の

うえ、参加費を必ず納入（振込）すること。納入方法等については、履修登録完了後に自宅に送付される「全カリ『スポーツ実習』

学外集中科目参加費納入方法等のお知らせ」を必ず確認のうえ、示された必要な手続きを行うこと。（発送は、立教トラベルプラ
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ザから行われる。） 

【事前ガイダンス】 

 新座キャンパス ７月 1８日（水）12:20～13:00 ５号館４階 濁川研究室 

 池袋キャンパス ７月 1９日（木）12:20～13:00 ポール・ラッシュ・アスレティックセンター４階演習室 

【履修登録の留意点】 

・履修登録後の辞退は原則認められない。 

・事前ガイダンスには必ず出席すること。 

・参加費収受等、実習開講に伴う一部の手続きを立教トラベルプラザに委託しており、直接連絡が入る場合がある。 

・履修登録者が 10 名に満たない場合には開講しないことがある。10 名未満で開講した場合には、参加費が変わる可能性があ

る。 

 

注意事項（Notice） 
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■FI802 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

スポーツスタディ４ 

(Sports Study 4) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
ゴルフ 

担当者名 

（Instructor） 

石渡 貴之(ISHIWATA TAKAYUKI) 

江原 義智(EHARA YOSHITOMO) 

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） 
CMP1220 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
定員 22 名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

この授業ではゴルフのマナーやルールを身に付け，基本的なスイングを習得して，ラウンドできるようになることを目的として授業

を行う。 

 

授業の内容（Course Contents） 

ゴルフは英国で生まれた世界を代表するスポーツであり，マナーやスイングを習得すれば一生涯楽しむことができるスポーツでも

ある。この授業では集中授業として，マナーの習得やボールを打つ練習を行い，ゴルフの楽しさを理解する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 顔合わせ，自己紹介，ガイダンス 

2. 練習場でのスイング練習（１）SW，PW，PT 

3. フォーム分析（１） 

4. 講義１（用具の説明） 

5. 練習場でのスイング練習（２）９I〜７I 

練習場でのスイング練習（３）６I，５I，PT 

6. フォーム分析（２） 

7. 講義２（ルールとマナー） 

8. 練習場でのスイング練習（４）FW，３W，PT 

9. フォーム分析（３） 

10. 講義３（ゴルフコースでのプレーの仕方） 

11. 練習場でのスイング練習（５）ドライバー 

12. ラウンドプレー（１） 

13. ラウンドプレー（２） 

14. ラウンドプレー（３） 

15. まとめ 

 

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

初心者も履修可能であるが，打ちっぱなしなどで実施期間までに練習を積んでおくことが望ましい。 

当該年度の定期健康診断を必ず受診すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

ゴルフの理解度(40%)/参加意欲(30%)/最終レポート(Final Report)(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ない 

 

テキスト（Textbooks） 

当日に配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 社）日本プロゴルフ協会、『PGA基本ゴルフ教本』 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

［日程］2018 年 8 月 20 日（月）～8 月 24 日（金）4 泊 5 日 

［場所］埼玉県秩父 彩の森カントリークラブ 

［ガイダンス］ 

新座：2018 年 7 月 16 日（月）12:20～13:00 体育館会議室 

池袋：2018 年 7 月 13 日（金）12:20～13:00 ポール・ラッシュ・アスレティックセンター４F演習室 

【履修登録の留意点】 

・履修登録後の辞退は認められない。やむを得ない理由で参加を取消す場合には，教務事務センター（池袋・新座）に申し出て，
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必ず「辞退届」を提出すること。（その後，担当教員との面談を経て辞退が認められた場合には，原則として，以下に示すキャンセ

ルポリシーに基づいた一部の参加費を返金する）。その場合，履修登録取消不可・単位未修得となる。 

【参加費用】 

・「ゴルフ」：46,700 円 

・参加費には保険料・宿泊費・施設利用費等を含むが，別途，実習地までの往復交通費を自己負担（現地集合・現地解散）とす

る。その他，実習地で費用が必要な場合があるので，必ず事前ガイダンスで確認すること。履修登録者はスケジュールを確認の

うえ，参加費を必ず納入（振込）すること。納入方法等については，履修登録完了後に自宅に送付される「全カリ『スポーツ実習』

学外集中科目参加費納入方法等のお知らせ」を必ず確認のうえ，示された必要な手続きを行うこと。（発送は，立教トラベルプラ

ザから行われる。） 

＜キャンセルポリシー＞ 

（授業開始日 20 日前から：参加費の 20％，授業開始日７日前から：参加費 30％，授業開始日前日から：参加費の 40％，授業開

始日当日から：参加費の 50％，無連絡での不参加及び授業開始後：参加費の 100％） 

【その他】 

・事前ガイダンスには必ず出席すること。 

・参加費収受等，実習開講に伴う一部の手続きを立教トラベルプラザに委託しており，直接連絡が入る場合がある。 

・履修登録者が 10 名に満たない場合には開講しないことがある。10 名未満で開講した場合には，参加費が変わる可能性があ

る。 

 

注意事項（Notice） 
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■FI851 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

スポーツスタディ４ 

(Sports Study 4) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
馬術 

担当者名 

（Instructor） 

加藤 晴康(KATO HARUYASU) 

須磨 武司(SUMA TAKESHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMP1220 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
定員 22 名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

馬術の特性を理解し，スポーツとしての真の楽しさに触れるために，馬と触れ合いながら，基礎的技術や基本的知識の習得をめ

ざす。  

 

授業の内容（Course Contents） 

馬術は，生き物である動物と共に行う数少ないスポーツの一つである。体育会馬術部スタッフの協力を得ながら，馬術に関する

講義と， 実践としての騎乗を実施する中で馬への理解を深め信頼関係を築いていく。また，騎乗練習ばかりでなく，馬は乗り物

ではなく感情をもったパートナーであることを理解し，言葉を発しない馬との触れ合いやコミュニケーションをとることの大切さを学

ぶ。正しく馬術を理解するために，騎乗前の準備として，馬にブラシをかけ頭絡や鞍をつけ，厩舎から馬を出して人間と一緒に歩

く曳馬などを学ぶことからスタートする。騎乗の練習では，馬とコミュニケーションをとりながら常足（なみあし）で、スラロームコー

スを回ることを目標とする。  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 講義（導入） 

2. 馬装  

3. 乗馬・下馬の仕方 

4. 講義（馬とのコミュニケーション） 

5. ひき馬，乗馬・下馬 

6. なみあしの練習  

7. 手入れ 

8. 厩舎作業 

9. 単独なみあし 

10. 手入れ・厩舎作業  

11. なみあし誘導練習 

12. なみあしとスラローム練習 

13. 実技まとめ  

14. 講義まとめ  

15. まとめ 

 

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

テキストを良く読んで準備すること。 

当該年度の定期健康診断を必ず受診すること。授業初回に健康診断の受診の有無を確認する。  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

実技評価(30%)/毎授業時のコメントペーパー(50%)/最終レポート(20%) 

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ない 

 

テキスト（Textbooks） 

日本中央競馬会馬事公苑『LET'S ENJOY RIDING 改訂版』（参加費にテキスト代が含まれており，講義前に配布する。） 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

【日程】2018 年 12 月 8 日（土）、9 日（日）、15 日（土）、16 日（日）（日帰り） 

【場所】立教大学富士見総合グランド馬場 

 危険のない様に最善の注意を払うが，大きな声を出さないなどの指導者からの指示を十分に守ること。 

【参加費】31,700 円 
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 参加費には保険料・施設利用等を含む。原則として現地集合・現地解散となる。志木駅から富士見グラウンド行きのスクールバ

スの時間については、ガイダンスでアナウンスする。その他，実習地で費用が必要な場合があるので，必ず事前ガイダンスで確

認すること。履修登録者はスケジュールを確認のうえ，参加費を必ず納入（振込）すること。納入方法等については，履修登録完

了後に自宅に送付される「全カリ『スポーツ実習』学外集中科目参加 費納入方法等のお知らせ」を必ず確認のうえ，示された必

要な手続きを行うこと。（発送は，立教トラベルプラザから行われる。） 

【事前ガイダンス】 

 どちらかの事前ガイダンスに必ず出席すること。両日に出席できない場合には，担当の加藤（harukato@rikkyo.ac.jp）まで連絡す

ること。 

・新座キャンパス 2018 年 11 月 12 日（月）12:30～ 場所：体育館１階会議室 

・池袋キャンパス 2018 年 11 月 13 日（火）12:30～ 場所：ポール・ラッシュ・アスレティックセンター４階演習室 

【履修に関する留意点】 

・履修登録後の辞退は原則認められない。 

・事前ガイダンスには必ず出席すること。 

・参加費収受等，実習開講に伴う一部の手続きを立教トラベルプラザに委託しており，直接連絡が入る場合がある。 

・履修登録者が 10 名に満たない場合には開講しないことがある。10 名未満で開講した場合には，参加費が変わる可能性があ

る。 

 

注意事項：履修登録後にどうしても辞退しなければならない理由が生じた場合には、辞退理由書の提出と、担当者の加藤との面

談を行い、辞退の可否が審議される。また、履修登録後では、たとえ授業に出席しなくても、その参加費は原則として全額を支払

わなければならない.  

 

注意事項（Notice） 
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■FI852 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

スポーツスタディ４ 

(Sports Study 4) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
スキーＡ 

担当者名 

（Instructor） 

濁川 孝志(NIGORIKAWA TAKASHI) 

朝野 聡(ASANO SATOSHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMP1220 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
定員 22 名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 プルークボーゲンがようやくできる初心者から SAJ1 級程度の上級者まで，それぞれの技術に応じ，どのような斜面でも楽しく滑

走できるようになることを目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

 スキーは，老若男女を問わず楽しめる非常にポピュラーなスポーツであり，生涯スポーツとして身につけるには最適な種目であ

る。この授業では，スキー場でのスキー技術指導に加え，ビデオを用いたフォーム分析などを行い，総合的にスキーのレベルアッ

プを図る。さらに，その過程の中でスキーの楽しさを肌で感じ，生涯スポーツとしての認識を深める。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション，クラス分けテスト 

2. 講義１：スキー運動の力学的理解 

3. 講義とワークショップ：スキーのチュンナップとワックシング 

4. スキー実践：プルークボーゲン 

5. 実践スキー：基礎パラレルターン 

6. ビデオによる各自のフォーム分析：技術向上への助言 

7. 講義と議論１：自然と人間 

8. スキー実践：スキッティングターン，小回りターン 

9. スキー実践：カービングターン，大回りターン 

10. 講義２：ワールドカップレーサーの持つ心理的特性 

11. 講義と議論２：スキーと安全 

12. スキー実践：技術バリエーションの拡大：色々な雪質への対応 

13. スキー実践：コブ斜面や深雪エリアでの滑走 

14. スキー実践：コブ斜面や深雪エリアでの滑走② 

15. 全体討議：不測の事態が起こりうる自然環境の中で，いかに安全にスキーを楽しむか 

※５日間を通じて上記のプログラムを実施する。但し，天候等によりプログラムの変更を余儀なくされる場合がある。 

 

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

授業準備の指示は，履修登録終了後に，Blackboard上にて行う。 

当該年度の定期健康診断を必ず受診すること。授業初回に健康診断の受診の有無を確認する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

プログラムへの参加意欲、態度(70%)/レポート(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ない 

 

テキスト（Textbooks） 

使用しない。 

 

参考文献（Readings） 

随時，案内する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

【日程】 2019年 2月 18 日（月）～22 日（金） 

【場所】 新潟県妙高高原 赤倉温泉スキー場 宿泊：ロッジモンテローザ 

【参加費】35,500 円（但しリフト代（10,000 円程度）は別） 

・参加費には保険料・宿泊費・施設利用費等を含むが、別途、実習地までの往復交通費を自己負担（現地集合・現地解散）とす

る。その他、実習地で費用が必要な場合があるので、必ず事前ガイダンスで確認すること。履修登録者はスケジュールを確認の

うえ、参加費を必ず納入（振込）すること。納入方法等については、履修登録完了後に自宅に送付される「全学共通科目『スポー
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ツ実習』学外集中科目参加費納入方法等のお知らせ」を必ず確認のうえ、示された必要な手続きを行うこと。（発送は、立教トラベ

ルプラザから行われる。） 

【事前ガイダンス】 

 新座キャンパス 12 月 19 日（水）12:20～13:00 ５号館４階濁川研究室 

 池袋キャンパス 12 月 20 日（木）12:20～13:00 ポール・ラッシュ・アスレティックセンター４階演習室 

【履修登録の留意点】 

・履修登録後の辞退は原則認められない。 

・事前ガイダンスには必ず出席すること。 

・参加費収受等、実習開講に伴う一部の手続きを立教トラベルプラザに委託しており、直接連絡が入る場合がある。 

・履修登録者が 10 名に満たない場合には開講しないことがある。10 名未満で開講した場合には、参加費が変わる可能性があ

る。 

 

注意事項（Notice） 
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■FV101 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 
ＧＬ１０１ 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
PBLによるリーダーシップ入門 

担当者名 

（Instructor） 
履修登録状況画面で確認すること 

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） 
CMP1100 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

・経営学部所属学生履修不可 

・2016 年度以降 1 年次入学者：学びの精神科目 

・2012～2015 年度 1 年次入学者：総合自由科目 

・定員 20 名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

本講座は、プロジェクト型学習により、論理思考､ プロジェクトマネジメントを通じて、国内外を問わず多様な環境下で"権限にとら

われないリーダーシップ"を身につけ、発揮することを目的とする。具体的には、クライアント企業から提示された課題を、少人数

チームによるグループワーク（討議や相互フィードバックなど）を行って解決を図る。また、その過程において、討議やフィードバッ

ク､ 調査分析､ 文書作成､ プレゼンテーションなどの各種ビジネス基本スキルをも会得することを目指す。 

 

授業の内容（Course Contents） 

自己のリーダーシップ開発を目標とし、少人数のチーム（４－５名）にてクライアント企業から提示された課題解決型のプロジェクト

に取り組む。授業を通して、発案や学びの面白さを知り、その後の人生において継続的な学びとリーダーシップを発揮することを

期待する｡各クラスは様々な学部、学年の受講生によって構成される。その為、受講生が自ら目標を立て、それを共有しながら同

僚支援し、チーム内で率先して行動するといった、各受講生のリーダーシップの開発・発揮が求められる。最終的には所属するチ

ーム、クラスを超えて他者のリーダーシップ開発・発揮を支援することも期待される。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入＆リーダーシップについて 

2. グループに課される課題と予備知識の解説 

3. チーム活動計画の設定（グループワーク） 

4. 討議・ミーティングスキル（グループワーク）＆環境分析の基本の理解  

5. 市場・顧客分析の基本の理解&クライアント企業の分析（グループワーク）  

6. チーム活動振り返り＆提案骨子作成（グループワーク）  

7. プレゼン資料/文書作成の基本の理解＆提案骨子の整理（グループワーク）  

8. プレゼンテーションの実践（中間発表） 

9. フィードバックスキルの基本の理解、チーム活動の中間振り返り 

10. プレゼンテーションスキルの基本の理解（グループワーク）  

11. プレゼンテーションの実践（予選１） 

12. プレゼンテーションの実践（予選２） 

13. チーム活動の最終振り返り  

14. 各自のリーダーシップのあり方の内省 

クライアント企業の提示課題、グループワークの進捗状況次第で、順序や内容が変更になる可能性がある。 

 

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

・クライアント企業から提示された課題に関するプロジェクト型学習は、個人またはチームごとに授業外に行うことを想定。授業外

に、概ね、週に 3-5 時間の個人またはチームでの学習時間を要する。  

・予備的な特別セッションを数回行うことを予定しており、可能な限り出席をすることが望ましい。 

・複数多限・複数キャンパスで授業を行うため、合同授業となる本選は 7/7 の土曜日午後に行うことが想定されている。 

受講生は可能な限り本選に参加することが望ましい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業中の発表・討議・質疑応答(30%)/グループワークの成果(40%)/課題等提出物(30%) 

上記比重に関わらず、欠席３回で D 評価とする。 

 

テキスト（Textbooks） 

適宜指示する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 日向野幹也、2013、『大学教育アントレプレナーシップ―新時代のリーダーシップの涵養』、ナカニシヤ出版 (ISBN:978-
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4779507755) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

経営学部 BL0 とほぼ同内容である。各クラスに 1 名 SAが配置される。 

 

注意事項（Notice） 
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■FV131 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 
ＧＬ１１１ 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Introduction to Leadership 

担当者名 

（Instructor） 
鄭 秀娟(CHENG SHIOWJIUAN)  

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） 
CMP2651 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 

・グローバル・リベラルアーツ・プログラム学生履修不可 

・2016 年度以降 1 年次入学者：多彩な学び科目 

・2012～2015 年度 1 年次入学者：総合自由科目 

・定員 10 名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

By completing this course, students will find their individual leadership strengths in a team and set the first milestone for their 

leadership journey for coming years. It is made to provide an introduction to basic leadership theory and its application to help 

students to explore what is leadership and how to apply it to individual self during their university life and beyond. 

 

授業の内容（Course Contents） 

Each session will focus on a different aspect of leadership. It provides various types of workshop tools and facilitation methods 

to enhance students’ leadership skills as well as the further understandings to the topic.  Under the active learning approach, 

students are encouraged to share their ideas to the class to maximize team learning. 

This is a project-based learning course. Thus, divided into small groups, students are required to work on a project given by a 

client organization, where they are encouraged to apply the tools/methods and perform leadership in the project work.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction to Team building and Leadership development 

2. Basic Leadership Theories Ⅰ 

3. Diversity & Inclusion 

4. Project: Analysis 

5. Project: Analysis 

6. Reflective Session Ⅰ 

7. Project: Interactive feedbacks 

8. Project: Pre presentation 

9. Reflective Session Ⅱ 

10. Project: Presentation exercise  

11.  Project: Preliminary round 

12. Project: Final round 

13. Reflective Session: Team work 

14. Reflective Session: Individual Leadership development 

※Ｃourse Schedule is subject to change in accordance with circumstances such as project topic and field. 

 

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

Students are expected to spend additional 3-5 hours per week in average for the project work and/or individual study, besides 

attending the class. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(20%)/Active participation in all class activities, discussions and presentation(40%)/Group work and 

papers(40%) 

If you are not attending more than 80%, you will not be eligible for grade assessment. 

 

テキスト（Textbooks） 

Materials will be provided by the instructor 

 

参考文献（Readings） 

1. Komives, Susan et. al.. 2013. Exploring Leadership, Third edition. Jossey-Bass 

Materials will be provided by the instructor 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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GL111 has two classes, respectively taken charge of by Lecturer Iwaki and Associate Professor Cheng. 

 

注意事項（Notice） 
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■FV132 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 
ＧＬ１１１ 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Introduction to Leadership 

担当者名 

（Instructor） 
岩城 奈津(IWAKI NATSU) 

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） 
CMP2651 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 

・グローバル・リベラルアーツ・プログラム学生履修不可 

・2016 年度以降 1 年次入学者：多彩な学び科目 

・2012～2015 年度 1 年次入学者：総合自由科目 

・定員 10 名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

By completing this course, students will find their individual leadership strengths in a team and set the first milestone for their 

leadership journey for coming years. It is made to provide an introduction to basic leadership theory and its application to help 

students to explore what is leadership and how to apply it to individual self during their university life and beyond. 

 

授業の内容（Course Contents） 

Each session will focus on a different aspect of leadership. It provides various types of workshop tools and facilitation methods 

to enhance students’ leadership skills as well as the further understandings to the topic.  Under the active learning approach, 

students are encouraged to share their ideas to the class to maximize team learning. 

This is a project-based learning course. Thus, divided into small groups, students are required to work on a project given by a 

client organization, where they are encouraged to apply the tools/methods and perform leadership in the project work.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction to Team building and Leadership development 

2. Basic Leadership Theories Ⅰ 

3. Diversity & Inclusion 

4. Project: Analysis 

5. Project: Analysis 

6. Reflective Session Ⅰ 

7. Project: Interactive feedbacks 

8. Project: Pre presentation 

9. Reflective Session Ⅱ 

10. Project: Presentation exercise  

11.  Project: Preliminary round 

12. Project: Final round 

13. Reflective Session: Team work 

14. Reflective Session: Individual Leadership development 

※Ｃourse Schedule is subject to change in accordance with circumstances such as project topic and field. 

 

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

Students are expected to spend additional 3-5 hours per week in average for the project work and/or individual study, besides 

attending the class. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(20%)/Active participation in all class activities, discussions and presentation(40%)/Group work and 

papers(40%) 

If you are not attending more than 80%, you will not be eligible for grade assessment. 

 

テキスト（Textbooks） 

Materials will be provided by the instructor 

 

参考文献（Readings） 

1. Komives, Susan et. al.. 2013. Exploring Leadership, Third edition. Jossey-Bass 

Materials will be provided by the instructor 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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GL111 has two classes, respectively taken charge of by Lecturer Iwaki and Associate Professor Cheng. 

 

注意事項（Notice） 
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■FV141 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 
ＧＬ１０２ 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
他者のリーダーシップ開発 

担当者名 

（Instructor） 

高橋 俊之(TAKAHASHI TOSHIYUKI) 

舘野 泰一(TATENO YOSHIKAZU) 

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） 
CMP2650 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

・2016 年度以降 1 年次入学者：多彩な学び科目 

・2012～2015 年度 1 年次入学者：総合自由科目 

・定員 36 名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

本講座の目的は「リーダーシップ開発の理論を学び、実践ができる学生の育成」である。 自分のリーダーシップを向上させるだ

けでなく、他者のリーダーシップ開発ができる学生を育てることを目標とする。 

 

具体的には、 

（１）リーダーシップが身につくメカニズムの理解 

（２）リーダーシップを開発する方法の理解 

（３）他者のリーダーシップ開発を促す実践ができることを目指す。 

 

授業の内容（Course Contents） 

 本講座は大きく３つの内容を取り扱う。１つ目はリーダーシップが身につくメカニズムの理解である。具体的には「人はどのように

成長するのか」に関する理論を理解し、リーダーシップが身につくプロセスについての理解を深める。 

 

２つ目はリーダーシップを開発する方法について理解する。具体的には「人の成長を促す関わり方」に関する理論を理解し、ファ

シリテーションやコーチング等の具体的な関わり方の方法・スキルについて学ぶ。 

 

３つ目は他者のリーダーシップ開発を促す実践である。理論を頭で理解するだけでなく、実際に他者に関わることで、実践できる

ようにする。授業は講義だけでなく、グループワークを中心に行う。 

 

 なお、本授業の「他者のリーダーシップ開発」における「他者」とは、後輩・同僚・先輩・上司などさまざまな宛先を想定している。

また、通常「他者のリーダーシップ開発」は、一人で行うものだけでなく、組織や上司の目標を認識した上で、連携しながら実施す

るものである。授業では上述した視点も含めて「他者のリーダーシップ開発」について学ぶものである。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション：授業の目的を押さえる 

2. リーダーシップとは何か？（１）：リーダーシップ理論の基礎 

3. リーダーシップとは何か？（２）：リーダーシップ理論を深める 

4. リーダーシップが身につくメカニズムとは？（１）：学習理論の基礎 

5. リーダーシップが身につくメカニズムとは？（２）：場の設計 

6. リーダーシップが身につくメカニズムとは？（３）：モチベーション論の基礎 

7. リーダーシップが身につくメカニズムとは？（４）：スキルを学ぶ意義とは 

8. 中間振り返り 

9. 事例をもとに組織開発について考える（１） 

10. 事例をもとに組織開発について考える（２） 

11. 事例をもとに組織開発について考える（３） 

12. 事例をもとに組織開発について考える（４） 

13. 授業全体の振り返り（１） 

14. 授業全体の振り返り（２） 

 

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

授業は、授業時間外の課題に取り組んでいることを前提に行う。具体的には、１．指示した書籍・論文の概要をまとめる、２．学ん

だことを授業外で実践する、などを想定している。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業中の発表・討論・質疑応答(40%)/授業期間中の複数回にわたる提出物(60%) 

欠席３回で D 評価とする 
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テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 日向野幹也、2013、『大学教育アントレプレナーシップ』、ナカニシヤ出版 (ISBN:4779507758) 

2. 石川淳、2016、『シェアド・リーダーシップ』、中央経済社 (ISBN:4502203513) 

3. 金井壽宏（監訳）、2011、『リーダーシップ開発ハンドブック』、白桃書房 (ISBN:4561245464) 

4. 舘野泰一・中原淳編著、2016、『アクティブトランジション 働くためのウォーミングアップ』、三省堂 (ISBN:4385365628) 

5. 中原淳、2014、『研修開発入門 会社で「教える」、競争優位を「つくる」』、ダイヤモンド社 (ISBN:4478027250) 

適宜指示をするが、関連する書籍としてこれらに目を通しておくことが望ましい。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

・受講資格：「GL101（経営学部の学生は「リーダーシップ入門（BL0）」）の単位を修得済みであること 

・受講の心得として、他者のリーダーシップ開発について「知識として知っておきたい」というのではなく、実際に他者のリーダーシ

ップ開発の実践に強く関わりたいことが重要 

・選考の結果、履修が許可されないことがある 

 

注意事項（Notice） 
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■FV151 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 
ＧＬ２０１ 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
質問力を活用したリーダーシップ開発 

担当者名 

（Instructor） 
稲垣 憲治(INAGAKI KENJI) 

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） 
CMP2650 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

・2016 年度以降 1 年次入学者：多彩な学び科目 

・2012～2015 年度 1 年次入学者：総合自由科目 

・定員 20 名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

権限がなくても発揮できるリーダーシップの必要性を出発点として、適切な質問によって、課題解決、リーダーシップを発揮するこ

とができるようになる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

受講者はアクションラーニング・セッションを開催し、課題解決や質問力・リーダーシップに関しリフレクションを行なう。課題解決の

テーマは、クラス内で各自設定した課題を扱い、真の課題の模索や解決案の策定、実際の行動を通じて実践的に質問力を養う。

またコーチング・スキルを開発する目的で、クラスメンバーのリーダーシップ能力開発をサポートする。授業の中盤と最終回に、リ

ーダーシップと質問力についての振り返りの時間を持つ。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入 

2. 質問力の大切さ：多様性社会の中で/ アクション・ラーニング（AL）理論編 

3. AL1 

4. AL2 

5. AL3 

6. AL4 

7. AL5 

8. 中間振り返り 

9. コーチング理論 

10. コーチング１：ラポールを築く 

11. コーチング２：傾聴力を伸ばす 

12. コーチング３：気づきを与える 

13. 今期の学びを振り返る 

14. 今後の学生生活を考える 

 

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

授業外でアクションラーニング・セッション及び相互コーチングを開催する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業中の発表・討議・質疑応答(30%)/グループワークの成果(40%)/提出物(30%) 

欠席 3 回で D 評価とする。 

 

テキスト（Textbooks） 

適宜指示する。 

 

参考文献（Readings） 

適宜指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FV161 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 
ＧＬ２０２ 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Leadership through Inquiry 

担当者名 

（Instructor） 
鄭 秀娟(CHENG SHIOWJIUAN)  

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） 
CMP2651 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 

・グローバル・リベラルアーツ・プログラム学生履修不可 

・2016 年度以降 1 年次入学者：多彩な学び科目 

・2012～2015 年度 1 年次入学者：総合自由科目 

・定員 10 名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

The objectives of this course are: 

1. To develop students’ leadership to solve complicated and adaptive problems by action learning. 

2. To understand the foundation of leadership theories. 

3. To deepen the understanding of leadership by teaching others on leadership though mini-workshops. 

 

授業の内容（Course Contents） 

We believe that leadership is everyone’s business and that it can be learned. 

This course consists of two major contents as followed. 

 

<Group Project> 

Students will be divided into small groups, and each group will be asked to choose one of the following themes as a topic of its 

group project; 1) Sharing the goal, 2) Setting the example, or 3) Enabling others.  

Then, each group is required to design and hold a mini-workshop, while engaging others to join it. 

 

<Action Learning> 

To help students complete the mini-workshops, Action Learning coaching skills will be provided as a project management tool. 

The skills can be attained through several Action Learning sessions, where each student has opportunities to facilitate a group 

as a coach or to bring a personal/group problem that he/she wants to solve. 

 

Additional reading materials in English will be required. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction: Adaptive Leadership 

2. Team Building: Sharing the Leadership Goal 

3. Action Learning and Leadership Theory 

4. Action Learning Session 1 : Time Management 

5. Action Learning Session 2 : Irregular Intervention 

6. Action Learning Session 3 : Enhance the Quality of Questions 

7. Action Learning Session 4 : Focus on Learning 

8. Action Learning Session 5 : Deal With Difficulties 

9. Action Learning Session 6 : Learning in the VUCA Age 

10. Basic Leadership Practice In the Class 

11. Reflection: Giving Feedback To Team Members 

12. Advanced Leadership Practice 1: Inspired others 

13. Advanced Leadership Practice 2: Enable others 

14. Reflction: Reframing Personal Leadership  

 

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

1. Group project will require 2-3 hours/week of work outside class with group members. 

2. Weekly assignment may take 1-3 hours. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Active Participation in class(40%)/Personal Contribution to Group Work(30%)/Personal Asignment(30%) 

“D” grade will be given if you miss three classes or more. Being late or leaving early will be counted as a half absence, hence if 

you come late and leave early to the class, it will be counted as if you miss a class. 
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テキスト（Textbooks） 

Textbooks will be announced by the instructor. 

 

参考文献（Readings） 

1. Michael Marquardt. 2011. Optimizing the Power of Action Learning: Real-Time Strategies for Developing Leaders, Building 

Teams and Transforming Organizations. Nicholas Brealey (ISBN:978-1904838333) 

2. Adams Marilee. 2016. Change Your Questions, Change Your Life: 12 Powerful Tools for Leadership, Coaching, and Life. 

Berrett-Koehler Pub (ISBN:978-1626566330) 

3. James M. Kouzes and Barry Z. Posner. 2012. The Leadership Challenge: How to Make Extraordinary Things Happen in 

Organizations. Jossey-Bass (ISBN:978-0470651728) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FV162 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 
ＧＬ２０２ 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Leadership through Inquiry 

担当者名 

（Instructor） 
内藤 博之(NAITO HIROYUKI) 

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） 
CMP2651 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 

・グローバル・リベラルアーツ・プログラム学生履修不可 

・2016 年度以降 1 年次入学者：多彩な学び科目 

・2012～2015 年度 1 年次入学者：総合自由科目 

・定員 10 名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

The objectives of this course are: 

1. To develop students’ leadership to solve complicated and adaptive problems by action learning. 

2. To understand the foundation of leadership theories. 

3. To deepen the understanding of leadership by teaching others on leadership though mini-workshops. 

 

授業の内容（Course Contents） 

We believe that leadership is everyone’s business and that it can be learned. 

This course consists of two major contents as followed. 

 

<Group Project> 

Students will be divided into small groups, and each group will be asked to choose one of the following themes as a topic of its 

group project; 1) Sharing the goal, 2) Setting the example, or 3) Enabling others.  

Then, each group is required to design and hold a mini-workshop, while engaging others to join it. 

 

<Action Learning> 

To help students complete the mini-workshops, Action Learning coaching skills will be provided as a project management tool. 

The skills can be attained through several Action Learning sessions, where each student has opportunities to facilitate a group 

as a coach or to bring a personal/group problem that he/she wants to solve. 

 

Additional reading materials in English will be required. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction: Adaptive Leadership 

2. Team Building: Sharing the Leadership Goal 

3. Action Learning and Leadership Theory 

4. Action Learning Session 1 : Time Management 

5. Action Learning Session 2 : Irregular Intervention 

6. Action Learning Session 3 : Enhance the Quality of Questions 

7. Action Learning Session 4 : Focus on Learning 

8. Action Learning Session 5 : Deal With Difficulties 

9. Action Learning Session 6 : Learning in the VUCA Age 

10. Basic Leadership Practice In the Class 

11. Reflection: Giving Feedback To Team Members 

12. Advanced Leadership Practice 1: Inspired others 

13. Advanced Leadership Practice 2: Enable others 

14. Reflction: Reframing Personal Leadership  

 

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

1. Group project will require 2-3 hours/week of work outside class with group members. 

2. Weekly assignment may take 1-3 hours. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Active Participation in class(40%)/Personal Contribution to Group Work(30%)/Personal Asignment(30%) 

“D” grade will be given if you miss three classes or more. Being late or leaving early will be counted as a half absence, hence if 

you come late and leave early to the class, it will be counted as if you miss a class. 



 - 1093 - 

 

テキスト（Textbooks） 

Textbooks will be announced by the instructor. 

 

参考文献（Readings） 

1. Michael Marquardt. 2011. Optimizing the Power of Action Learning: Real-Time Strategies for Developing Leaders, Building 

Teams and Transforming Organizations. Nicholas Brealey (ISBN:978-1904838333) 

2. Adams Marilee. 2016. Change Your Questions, Change Your Life: 12 Powerful Tools for Leadership, Coaching, and Life. 

Berrett-Koehler Pub (ISBN:978-1626566330) 

3. James M. Kouzes and Barry Z. Posner. 2012. The Leadership Challenge: How to Make Extraordinary Things Happen in 

Organizations. Jossey-Bass (ISBN:978-0470651728) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 1094 - 

■FV171 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 
ＧＬ３０１ 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
グローバル・リーダー海外実践 

担当者名 

（Instructor） 
稲垣 憲治(INAGAKI KENJI) 

学期 

（Semester） 
春期間外(Summer Session) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMP2661 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 

・2016 年度以降 1 年次入学者：多彩な学び科目 

・2012～2015 年度 1 年次入学者：総合自由科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

This course is open for all students who are enthusiastic to grow and develop leadership skills. (No pre-requisite courses are 

set for taking GL301.) 

Objective of this course for those who have learned leadership in other Rikkyo-GLP course(s) is to exercise leadership each of 

them have learned in Rikkyo-GLP, review and reflect on performance and effectiveness of his/her leadership, and develop a 

growth strategy/plan for future. 

Objective of this course for new learners of leadership is to understand that they need leadership skills to engage actively in 

the global society, and take this chance to start their leadership journey, taking other Rikkyo-GLP courses in the future. 

 

授業の内容（Course Contents） 

Each applicant, personally, is first required to apply for one of the study-abroad programs selected by Center for Global Human 

Resource Development (CGHRD). Then, after successfully admitted in the program, he/she is entitled to apply for GL301. 

Applications for GL301 are reviewed/evaluated by instructor. (Please see “Others” part of this syllabus for detailed information 

about the study-abroad programs.) 

 

Once officially registered, all GL301 students must participate in both prep and reflective sessions. 

In the prep session, each student sets a goal to achieve in the study-abroad program, and elaborate an action plan. In the 

reflective session, students are asked to reflect on his/her own goal and action plan, and build up a leadership journey plan for 

the future. 

 

<Tentative Schedule> 

Fixed schedule will be released on the website of CGHRD. 

Apr. Course Guidance 

Apr. – May.  Application period (for study-abroad program) 

Jun.          Application period (for GL301) 

 (Prep Session) 

Aug. – Sep.  Participation in study-abroad program 

 (Reflective Session) 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Prep Session 

2. Set Goal and Objectives for Study-Abroad Program 

3. Preparation for Study-Abroad Program 

4. Study-Abroad Program: Orientation 

5. Study-Abroad Program: Lecture 1 

6. Study-Abroad Program: Group Work / Field Trip 1 

7. Study-Abroad Program: Reflection (first half) 

8. Study-Abroad Program: Revise Goal and Objectives 

9. Study-Abroad Program: Lecture 2 

10. Study-Abroad Program: Group Work / Field Trip 2 

11. Study-Abroad Program: Reflection (second half) 

12. Submission of Activity Report 

13. Reflective Session 

14. Find and Review Leadership Style/Model 

15. Plan for the Future 

 

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

All students MUST participate in BOTH prep and reflective sessions. 
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成績評価方法・基準（Evaluation） 

Continuous contribution to group work in and beyond prep and reflective sessions(30%)/Performance in study-abroad 

program(30%)/Assignments such as plan and papers(20%)/最終レポート(Final Report)(20%) 

Please be noted that grading/evaluation depends not only on one’s own performance and papers, but also on his/her 

contribution to group work and help/support for others’ learning as a team. 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

▼STUDY-ABROAD PROGRAMS 

<Program Selection> 

Complete list of programs will be introduced in the course guidance session. The list will include a social innovation program at 

foreign university, a program collaborated with a NGO, as such. 

<Application Process> 

Applicant first must apply for one of the programs on the list at his/her own responsibility. Unless he/she is admitted to the 

program, he/she will not be allowed to apply for and register GL301. 

<Cost/Fees> 

All the cost/fees are to be borne by the applicant in accordance with terms and conditions set by program provider. 

 

▼SCHOLARSHIP 

Multiple types of scholarship are provisioned by Rikkyo University. Please contact Student Welfare Office at his/her own 

responsibility. 

CGHRD provides scholarship (different from the above) for GL301 students. Detailed information including eligibility and process 

will be available in the course guidance session, and at CGHRD as well. 

 

▼NOTES 

GL301 recommends for applicants to maintain a certain level of English proficiency, TOEIC 700. Please be noted, however, that 

study-abroad programs may set respective English proficiency requirements for admission. 

Students without leadership education background are also welcome to take GL301, while it is recommended to take an 

introductory leadership course such as GL101/111 before taking GL301. 

It is desirable and recommended to continue learning leadership after completing GL301. 

 

注意事項（Notice） 
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■FV176 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 
ＧＬ３０１ 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
グローバル・リーダー海外実践 

担当者名 

（Instructor） 
鄭 秀娟(CHENG SHIOWJIUAN)  

学期 

（Semester） 
秋期間外(Winter Session) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMP2661 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 

・2016 年度以降 1 年次入学者：多彩な学び科目 

・2012～2015 年度 1 年次入学者：総合自由科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

This course is open for all students who are enthusiastic to grow and develop leadership skills. (No pre-requisite courses are 

set for taking GL301.) 

Objective of this course for those who have learned leadership in other Rikkyo-GLP course(s) is to exercise leadership each of 

them have learned in Rikkyo-GLP, review and reflect on performance and effectiveness of his/her leadership, and develop a 

growth strategy/plan for future. 

Objective of this course for new learners of leadership is to understand that they need leadership skills to engage actively in 

the global society, and take this chance to start their leadership journey, taking other Rikkyo-GLP courses in the future. 

 

授業の内容（Course Contents） 

Each applicant, personally, is first required to apply for one of the study-abroad programs selected by Center for Global Human 

Resource Development (CGHRD). Then, after successfully admitted in the program, he/she is entitled to apply for GL301. 

Applications for GL301 are reviewed/evaluated by instructor. (Please see “Others” part of this syllabus for detailed information 

about the study-abroad programs.) 

 

Once officially registered, all GL301 students must participate in both prep and reflective sessions. 

In the prep session, each student sets a goal to achieve in the study-abroad program, and elaborate an action plan. In the 

reflective session, students are asked to reflect on his/her own goal and action plan, and build up a leadership journey plan for 

the future. 

 

<Tentative Schedule> 

Fixed schedule will be released on the website of CGHRD. 

Late Sep. – Early Oct. Course Guidance 

Oct. – Nov.   Application period (for study-abroad program) 

Nov.         Application period (for GL301) 

 (Prep Session) 

Feb. – Mar.  Participation in study-abroad program 

 (Reflective Session) 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Prep Session 

2. Set Goal and Objectives for Study-Abroad Program 

3. Preparation for Study-Abroad Program 

4. Study-Abroad Program: Orientation 

5. Study-Abroad Program: Lecture 1 

6. Study-Abroad Program: Group Work / Field Trip 1 

7. Study-Abroad Program: Reflection (first half) 

8. Study-Abroad Program: Revise Goal and Objectives 

9. Study-Abroad Program: Lecture 2 

10. Study-Abroad Program: Group Work / Field Trip 2 

11. Study-Abroad Program: Reflection (second half) 

12. Submission of Activity Report 

13. Reflective Session 

14. Find and Review Leadership Style/Model 

15. Plan for the Future 

 

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

All students MUST participate in BOTH prep and reflective sessions. 
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成績評価方法・基準（Evaluation） 

Continuous contribution to group work in and beyond prep and reflective sessions(30%)/Performance in study-abroad 

program(30%)/Assignments such as plan and papers(20%)/最終レポート(Final Report)(20%) 

Please be noted that grading/evaluation depends not only on one’s own performance and papers, but also on his/her 

contribution to group work and help/support for others’ learning as a team. 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

▼STUDY-ABROAD PROGRAMS 

<Program Selection> 

Complete list of programs will be introduced in the course guidance session. The list will include a social innovation program at 

foreign university, a program collaborated with a NGO, as such. 

<Application Process> 

Applicant first must apply for one of the programs on the list at his/her own responsibility. Unless he/she is admitted to the 

program, he/she will not be allowed to apply for and register GL301. 

<Cost/Fees> 

All the cost/fees are to be borne by the applicant in accordance with terms and conditions set by program provider. 

 

▼SCHOLARSHIP 

Multiple types of scholarship are provisioned by Rikkyo University. Please contact Student Welfare Office at his/her own 

responsibility. 

CGHRD provides scholarship (different from the above) for GL301 students. Detailed information including eligibility and process 

will be available in the course guidance session, and at CGHRD as well. 

 

▼NOTES 

GL301 recommends for applicants to maintain a certain level of English proficiency, TOEIC 700. Please be noted, however, that 

study-abroad programs may set respective English proficiency requirements for admission. 

Students without leadership education background are also welcome to take GL301, while it is recommended to take an 

introductory leadership course such as GL101/111 before taking GL301. 

It is desirable and recommended to continue learning leadership after completing GL301. 

 

注意事項（Notice） 
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■FV311 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

グローバル・イシュー各論 

(Introduction to Global Issues) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Human and Social Development and Marginalized Communities 

担当者名 

（Instructor） 
髙井 明子(TAKAI AKIKO) 

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） 
CMP2601 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 

・モチベーション・パス科目 

・2016 年度以降 1 年次入学者：多彩な学び科目 

・2012～2015 年度 1 年次入学者：総合自由科目 

・定員 80 名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

This course aims at providing opportunities for students to view human and social development using a variety of lenses, 

focusing on marginalization.  

 

授業の内容（Course Contents） 

This course explores the issue of marginalization in social and human development. Students are presented various aspects of 

development and marginalization by speakers.   

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction 

2. Getting Ready – Students are requested to present what they want to learn from this course based on the topic they 

have identified during the first session. 

3. Marginalization and development, Speaker to be confirmed 

4. Mental Health and Psychosocial Support in Development, Speaker to be confirmed 

5. Addressing marginalization as a member of community, Speaker to be confirmed 

6. Feedback and discussion 

7. Development and Women, Speaker to be confirmed 

8. Sexual Orientation and Gender Identity in Development, Speaker to be confirmed 

9. Working with rural community, Speaker to be confirmed 

10. Feedback and discussion,  

11. Child Soldiers, Speaker to be confirmed 

12. Conflict, Speaker to be confirmed 

13. Discussion, Getting ready for final presentation 

14. Final presentation  

 

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

Students are asked to read three English newspaper articles (online) and submit one short paper.  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Reaction paper (sheet)(20%)/One short paper(20%)/Active participate during the class(30%)/Final presentation (15-20min)(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

Reading materials will be assigned during the class. 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

Students are required to have certain level of comprehension, communication and writing abilities in English otherwise it will be 

very challenging to follow each class.  

 

注意事項（Notice） 
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■FV312 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

グローバル共通教養総論 

(Liberal Arts for Global Common) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 

グローバル課題に対する国際社会の取組みとその理念を理解する基礎講座 

Introduction to the United Nations and global development issue 

担当者名 

（Instructor） 
川島 高峰(KAWASHIMA TAKANE) 

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） 
CMP2601 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 

・モチベーション・パス科目 

・2016 年度以降 1 年次入学者：多彩な学び科目 

・2012～2015 年度 1 年次入学者：総合自由科目 

・定員 20 名 明治大学開講科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

This course provides students with an introduction to the U.N. system and global development issues through lectures by 

various distinguished experts including U.N. senior officials, Ambassador and a NGO. Students will learn basics about the U.N., 

the Human Rights, the Sustainable Development Goals (SDGs), Health, Gender Equality, Reproductive Rights, Negotiations and 

Climate Change.   

 

授業の内容（Course Contents） 

Students will understand various global issues from different viewpoints - the United Nations, the government and a civil 

society. Students are expected to be able to express their own opinions and develop analytical thinking to the issues through 

class discussions and assignments.    

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction and Guide for UN understanding  Takane Kawashima    

2. United Nations: its ideals  Kiyotaka Akasaka Former UN Undersecretary-General   

3. United Nations: its system   Kiyotaka Akasaka   

4. Guide for Development Issues  Takane Kawashima   

5. Sustainable Development Goals (SDGs)  Kiyotaka Akasaka   

6. What is “Human Development” ?   Tetsuo Kondo United Nations Development Programme (UNDP)  

7.  Gender Equality and Empowerment of Women and Girls (Key Concepts and Frameworks) Asako Osaki Gender Action 

Platform (GAP)    

8. Guide for ASEAN understanding   Takane Kawashima   

9. United Nations and South East Asia  Hiroyuki Konuma   

10. Food Security in Asia, its reality and Future  Hiroyuki Konuma   

11. Guide for Climate Change Issues Takane Kawashima   

12. Climate Change and the Survival of the Planet (Part I) Masahiko Horie Ambassador for Global Environmental Affairs 

13. Climate Change and the Survival of the Planet (Part II) Masahiko Horie   

14. Review Session Takane Kawashima   

 

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

It is essential to read materials and references before and after the class.    

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Active in-class participation(20%)/Mid-term assignment(40%)/Final assignment(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

Materials will be distributed on Oh-o! Meiji system.  

 

参考文献（Readings） 

堀江正彦, 気候変動をめぐる国際交渉（日本記者クラブ講演）, 2013 年,  http://youtu.be/7nFuJ8f9N5I 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

This course classroom is No.412, 4th Floor, Building No.4 in Izumi Campus. 

The order is as currently expected, but may change slightly, as availability of guest lecturers changes. 

For the purpose of education, some lectures will be recorded with prior notice. If you do not wish to be filmed, please inform the 

lecturer. 
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注意事項（Notice） 
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■FV321 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

ソリューション・アプローチＤ 

(Solution Approach D(global system)) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Solution Approach D 

担当者名 

（Instructor） 
岸 磨貴子(KISHI MAKIKO) 

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） 
CMP2601 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 

・モチベーション・パス科目 

・2016 年度以降 1 年次入学者：多彩な学び科目 

・2012～2015 年度 1 年次入学者：総合自由科目 

・定員 5 名 明治大学開講科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

The students with the instructor will stay in Gojome for 4 days and develop the project through investigating and using the 

resources in the area. The course is a combination of lectures, reading materials, group discussions, presentation, and site 

visits. Students will form small groups to work on projects. Collective production and discussion is highly encouraged. The goal 

of the course is to promote an active research and production of projects. 

 

授業の内容（Course Contents） 

This course is intensively conducted in Gojome, Akita Prefecture. Gojome is one of the depopulating area facing decreasing 

birthrate and aging population as one of the social issues. At the same time, it has rich natural and community resources. These 

days, Gojome is getting more and more popular which present unique projects for community development such as share village 

(See the detail: http://sharevillage.jp/) by social entrepreneur, NGO/NPOs, companies, community organizers (Chiiki Okoshi 

Kyoryokutai), learning/community designers etc. 

See the movie of Gojome from the following URL : https://vimeo.com/151611926 

This course is designed to introduce students to key concepts and practices related to the design for social innovation and 

problem-solving. One of them is "design thinking" which is a creative approach to take on projects and solve problems arising in 

business and problem solving. The students will create the project based on the key concept under collaboration with local 

resource persons.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction  

2. Lecture on Rural Issues and Trends 

3. Lecture on Design Thinking ( then Move from Akita city to Hachirogata (Gojome) 

Fieldwork (interview and site visit) 

4. Case analysis based on the morning market of Gojome (1) 

5. Case analysis based on the morning market of Gojome (2)  

6. Data collection and Data analysis 

7. Group discussion for planning the project then Fieldwork (then interview and site visit)  

8. Lecture on project development 

9. Developing a project by groups (1) 

10. Developing a project by groups (2) 

11. Verification of developed materials (then Fieldwork (interview and site visit) 

12. Finalizing the project  

13. Implementing the project  

14. Dialogic Reflection 

15. Sharing the final product and sharing feedback  

 

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

The systematic nature of the assignments is designed to help students develop a working process. 

In the 1st day: Critical reflection and reports 

In the 2nd day: Data collection through the interviewing and site visit and planning of the project 

In the 3rd day: Developed projects and its’ preparation 

In the 4th day: Final products and a final report 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Active Participation(15%)/Group discussion & assignments(30%)/Midterm Project(10%)/Final Project & Presentation(30%)/Final 

Report(15%) 
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テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

(1)The students of this course will meet and dismiss at the Akita station. 

 

(2)Place of the course and the transportation to the field site：The course will be conducted in Gojome, Akita Prefecture. We 

will meet in Akita Station on August 1st at 11:30 am at Akita Nigiwai center (秋田にぎわい交流館). You can take a Shinkansen, 

a (night) bus, or a flight to Akita. The students are supposed to meet the instructor (Prof. Kishi) in advance before the course. 

You will have pre-meetings once or twice with the instructor and the students previously participated in this course.  

 

<Reference> 

•One way from Tokyo to Akita By shinkansen: around 18,000 yen By bus: 3000-5000 yen By flight: up to season (12,000-40,000 

yen) 

•One way from Akita city to Hachirogata(Gojome)> by train: 500 yen 

•The meeting place: 秋田にぎわい交流館：http://www.akita-nigiwai-au.jp/ 

•The transportation in Gojome will be arranged by local community ( No need to paid except private use) 

 

(3) You will use English within this course, but use Japanese for outside activities such as interviewing and site visit. In the 

fieldwork, we will work by team members who speak English and/or Japanese.  

 

(4)Accommodation：You will stay in Share village or Chomin-Center. It will cost 3,000 yen (exclude tax) per night. Check the 

place for accommodation by the web. 

 

•Share village: http://sharevillage.jp/ 

•Chomin-Center：http://www.town.gojome.akita.jp/chomincenter/552.html  

•If you prefer homestay in local family, please let the instructor know in advance.  

 

(5)Meals：You will cook and eat in the accommodation. All necessary facilities are equipped in the Share Village. Therefore, the 

students go to the market and buy daily and cook by yourselves. It will cost 500-700 yen for each meal. Therefore you will cost 

2,000-3,000 for 4 days for meals. (If you prefer to go out for eat, you will pay the actual costs.) 

 

(6) Attendance Policy / Participation： 

•Your frequent and thoughtful input is necessary for the success of this class.  

•Active participation in varied learning activities and small group work.  

•Active participation in critiques and discussions  

•Care in craft and final presentation 

 

(7) Please bring your devices such as a laptop computer, a tablet PC, a Tablet such as iPad and a smart phone if you have.  

 

 

<Notice> 

(1)For the purpose of education, some lectures will be recorded with prior notice. If you do not wish to be filmed, please inform 

the instructor 

 

(2)The total costs will be 20,000 yen if you take a bus between Tokyo and Akita. However, be sure to reserve the transportation 

as soon as possible because of the Akita Kanto Festival will held in exact the same time of this course. 

 

(3)You might have collaboration with other universities for this course (in the previous year, we had collaboration with the 

university of Tokyo, and Akita International University) 

 

注意事項（Notice） 
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■FV323 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

ソリューション・アプローチＦ 

(Solution Approach F) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Understanding refugees' psychology and environment 

担当者名 

（Instructor） 
米川 正子(YONEKAWA MASAKO) 

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） 
CMP2601 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 

・モチベーション・パス科目 

・2016 年度以降 1 年次入学者：多彩な学び科目 

・2012～2015 年度 1 年次入学者：総合自由科目 

・定員 10 名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

This course aims to gain basic knowledge on forced displacement and migration issue especially from the refugees and internally 

displaced persons (IDPs) perspectives.  

 

授業の内容（Course Contents） 

The highest number of forced movement was recorded in 2016 and this is expected to increase in the coming years. Before we 

discuss which types of support to provide to these people, we need to understand why and in what kind of circumstance the 

people have fled, and what kind of concerns they have on a daily basis. The entire course will be held in English and all students 

are expected to participate actively in group presentation and discussion.  Students are expected to intermingle their 

knowledge with other studies, to gain logical and critical thinking, and to improve communication, writing and questioning skills. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction 

2. Workshop ‘My List’ 

3. Watching film ‘Samba’ 

4. Watching film ‘Samba’ and discussion 

5. Who are refugees and migrants? 

6. Discussion with refugees in Japan 

7. Who are Internally Displaced Persons? 

8. Role and objective of refugee and IDP camps 

9. How refugees are victimized by humanitarian actors 

10. Protracted refugees/migrants and security No.1 

11. Protracted refugees/migrants and security No.2 

12. Change of refugee policy 

13. Group discussion and summary 

14. Final test 

 

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

Students are required to have certain level of comprehension, communication and writing abilities in English otherwise it will be 

very challenging to follow each class. Those students who are not confident in English MUST make special effort. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(40%)/Comment sheet(40%)/Participation(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 米川正子、2017、『あやつられる難民』、ちくま新書 (ISBN:978-4480069474) 

2. Michel Agier. 2011. Managing the Undesirables: Refugee Camps and Humanitarian Government. Polity (ISBN:978-0745649023) 

3. Alex Betts and Gil Loescher eds,. 2011. Refugees in International Relations . Oxford University Press (ISBN:978-0199595624) 

4. Gil Loescher et al eds.. 2008. Protracted Refugee Situations: Political, Human Rights and Security Implications. UNU 

(ISBN:978-9280811582) 

5. Marie Beatrice Umutesi,. 2004. Surviving the Slaughter: The Ordeal of a Rwandan Refugee in Zaire . University of Wisconsin 

Press (ISBN:978-0299204945) 

6. UNHCR. 2012. The State of the World’s Refugees: In Search of Solidarity. Oxford Univ Press (ISBN:978-0-19-965475-8) 
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7. Masako Yonekawa. 2018. Post-Genocide Rwandan Refugees Why They Refuse to Return “Home”. Springer (ISBN:978-981-

10-6756-3) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

Other reading materials will be distributed at class. Please note that due to the availability of guest speakers, the order of 

lecture and the guest speakers themselves may change. 

 

注意事項（Notice） 
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■FV324 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

ソリューション・アプローチＧ 

(Solution Approach G) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Conflict and Peace/Why do conflict and peace process prolong?’ 

担当者名 

（Instructor） 
米川 正子(YONEKAWA MASAKO) 

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） 
CMP2601 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 

・モチベーション・パス科目 

・2016 年度以降 1 年次入学者：多彩な学び科目 

・2012～2015 年度 1 年次入学者：総合自由科目 

・定員 10 名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

This course aims mainly to raise awareness of the causes, nature and tactics of armed conflict in order to understand why 

some armed conflicts prolong and why international efforts to resolve armed conflict have not been successful.  

 

授業の内容（Course Contents） 

Before we try to engage in conflict resolution, it is important first to ‘decipher’ what is taking place in conflict zones. We shall 

also discuss the recent ‘war and peace’ discussion and development in Japan. The entire course will be held in English and all 

students are expected to participate actively in group presentation and discussion. Students are expected to intermingle their 

knowledge with other studies, to gain logical and critical thinking, and to improve communication, writing and questioning skills. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction: conflict, violence and peace 

2. Rwandan genocide and Congo’s war: difference between new war and old war 

3. Japan’s ‘war and peace’ discussion 

4. Main problem of nuclear ban and security in Northeast Asia 

5. Causes of armed conflict: greed/economic 

6. Causes of armed conflict: grievance/political 

7. Conflict’s tactics: sexual violence and forced displacement  

8. Armed conflict, humanitarian aid and ‘refugee warriors’ 

9. Watching film ‘Whistleblower’ 

10. Discussion on ‘Whistleblower’: role and objective of peacekeeping 

11. Conflict and peace in Sudans 

12. Nature of armed conflict, difference between conflict and peace 

13. Group discussion and summary 

14. Final test 

 

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

Students are required to have certain level of comprehension, communication and writing abilities in English otherwise it will be 

very challenging to follow each class. Those students who are not confident in English MUST make special effort. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(40%)/Comment sheet(40%)/Participation(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. Mats Berdal & David Malone eds.. 2000.  Greed and Grievance: Economic Agendas in Civil Wars . International Peace 

Academy (ISBN:978-1555878689) 

2. David Keen. 2012.  Useful Enemies: When Waging Wars Is More Important Than Winning Them . Yale University Press 

(ISBN:978-0300205435) 

3. David Keen. 1998. The Economic Functions of Violence in Civil War . Adelphi Paper 320 (ISBN:978-0199223732) 

4. Herfried Münkler. 2004. The New Wars. Polity (ISBN:978-0745633374) 

5. Caroline O.N. Moser & Fiona C. Clark eds.. 2001. Victims, Perpetrators or Actors? Gender Armed Conflict and Political 
Violence . Zed Books (ISBN:978-1856498982) 

6. Edward Newman and Oliver Richmond eds.. 2006.  Challenges to Peacebuilding: Managing SPOILERS During Conflict 
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Resolution. United Nations University (ISBN:978-9280811261) 

7. Frances Stewart ed.. 2010.  Horizontal Inequalities and Conflict: Understanding Group Violence in Multiethnic Societies. 

Palgrave Macmillan (ISBN:978-0230251847) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

It is highly recommended that students attend the course “Solution Approach: Forced Migration/Displacement” and “Solution 

Approach C: Humanitarian Aid” prior to registering this course for better understanding. 

Students are requested to use the online-tool Blackboard at Rikkyo University 

(https://spirit.rikkyo.ac.jp/blackboard/Home.aspx) to obtain course materials and submit comment sheets. It is mandatory to 

read materials and references prior and after each class. 

 

注意事項（Notice） 
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■FV326 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

ソリューション・アプローチＡ 

(Solution Approach A(International human rights)) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Solution Approach A International Human Rights 

担当者名 

（Instructor） 
江島 晶子(EJIMA AKIKO) 

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） 
CMP2601 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 

・モチベーション・パス科目 

・2016 年度以降 1 年次入学者：多彩な学び科目 

・2012～2015 年度 1 年次入学者：総合自由科目 

・定員 25 名 明治大学開講科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

The primary purpose of this course is to develop the ability of students to understand and discuss human rights issues and 

acquire a global mind including the knowledge and capabilities to handle and solve global issues (particularly human rights issues 

in this course) that the international society should address. 

 

授業の内容（Course Contents） 

The course will mainly deal with issues on international protection of human rights focusing on the most contemporary and 

urgent issues. 

It is hoped that the course will give students global and comparative perspectives and encourage them to prepare for the 

international career building. This could include studying abroad or taking part in international activities (for example, 

international organizations, NGOs, global business).  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction (1)：What are human rights? Why do human rights matter? 

2. Human Rights Issues (1): Refugee 

3. Human Rights Issues (2): Freedom of Expression and Hate Speech 

4. Human Rights Issues (3): International Marriage 

5. Human Rights Issues (4): Children’s Rights 

6. Human Rights Issues (5): Development and Human Rights 

7. Roundup (1) and Workshop (1) 

8. Solution (1): The UN and Human Rights (International Protection of Human Rights) 

9. Solution (2): International Criminal Court 

10. Solution (3): The EU and Human Rights (Regional Protection of Human Rights) 

11. Solution (4): Constitutionalism and Judicial Review (Domestic Protection of Human Rights) 

12. Solution (5): New Actors (National Human Rights Institutions, NGOs, Corporations etc.) and Civil Society 

13. Roundup (2) and Workshop (2) 

14. Challenge for the 21st Century 

 

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

Students will be expected to read, write notes on and discuss pre-assigned texts in English. Therefore a high level of motivation 

is necessary for students to fulfill the goal of the course but it is not necessary to have a good command of legal English 

vocabulary before taking the course. The instructor will help students to understand legal English during the course. 

  For preparations students will be expected to consider pre-assigned questions which will be discussed in class and to read 

pre-assigned texts when they are assigned. The preparations will help students participate in discussions and workshops in 

class. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(30%)/participation in class (incuding presentation)(60%)/preliminarly report(10%) 

 

テキスト（Textbooks） 

No required textbook. Hand-outs will be distributed as needed. 

 

参考文献（Readings） 

Reference materials for this course will be advised at relevant stages as the class develops. 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■FV327 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

ソリューション・アプローチＢ 

(Solution Approach B(development economics)) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 

How can poor countires develop? 

途上国はどうすれば成長するのか？ 

担当者名 

（Instructor） 
石渡 幹夫(ISHIWATARI MIKIO) 

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） 
CMP2601 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 

・モチベーション・パス科目 

・2016 年度以降 1 年次入学者：多彩な学び科目 

・2012～2015 年度 1 年次入学者：総合自由科目 

・定員 25 名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

Students are expected to learn (i) issues of key areas in development, such as poverty, urbanization, disaster, climate change, 

and environment; (2) approaches and projects of development assistance in these areas; (3) Japanese experience that can 

contribute to resolving the issues in development.  

(1)開発における重要分野における課題、貧困、都市化、災害、気候変動、環境等について、(2)こうした分野での開発援助アプロ

ーチ、プロジェクトについて、(3)開発の課題解決に役立つ日本の経験について、知識を得ることを目的とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

The course will cover: (1) lectures on the key areas in development, and project and approaches of development assistance; and 

(2) group discussions and presentation on the issues of development.   

このコースでは(1)開発における重要課題、開発援助のプロジェクトやアプローチについての講義、(2)開発における課題について

のグループ討議と発表を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction and basic facts: What are development and growth? 開発とは、成長とは？ 

2. Poverty and Inequality: Becoming better or worse in the World and Japan? 

貧困と格差：改善しているのか、悪化しているのか？ 

3. Why could Japan develop? なぜ日本は経済成長したのか？ 

4. How can we prevent disasters? 災害はどうすれば防げる？ 

5. What are water issues in the World? 世界の水問題とは？ 

6. How climate is changing? 気候変動で何が起きる？ 

7. Exercise I：Formulating country assistance program 演習 I 

8. What are issues of urbanization? 都市化の問題点とは？  

9. Why is infrastructure important in development? なぜインフラ施設は開発に重要なのか？ 

10. How can transport develop? 交通施設をどのように整備するか？  

11. What are governance and finance in health? 保健制度と財政とは？ 

12. Development Assistance, What is carrier pass in international organizations? 開発援助でのキャリアパスとは？ 

13. Exercise II: Formulating assistance project 演習 II 

14. Review and summary  

 

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

Students are expected to provide comments and questions at KEIJIBAN of Blackboard following each class.  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

participation(30%)/presentation(30%)/comment sheets(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 石渡幹夫、2016、『日本の防災、世界の災害』、鹿島出版会 (ISBN:4306094448) 

2. 世界銀行、『世界開発報告』、The World Bank 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■FV328 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

ソリューション・アプローチＣ 

(Solution Approach C(humanitarian aid)) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Humanitarian Assistance: where are we? 

担当者名 

（Instructor） 
髙井 明子(TAKAI AKIKO) 

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） 
CMP2601 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 

・モチベーション・パス科目 

・2016 年度以降 1 年次入学者：多彩な学び科目 

・2012～2015 年度 1 年次入学者：総合自由科目 

・定員 25 名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

This course provides students with an overview of humanitarian assistance including its foundation and standards.  

 

授業の内容（Course Contents） 

Globally and regionally, we are experiencing difficult times. Refugee and humanitarian crises are as bad as ever. The 

humanitarian community is moving to a rights- based approach in most settings including in peacebuilding, and disaster 

preparedness.  

The cause and impact of humanitarian crisis, both man-made and natural, are more complicated, and through this course, 

several key areas in humanitarian assistance will be discussed.  

There will be a few guest speakers who have intimate knowledge and experiences in humanitarian assistance. The students are 

requested to actively participate in discussion and presentation throughout the course.   

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction to the course  

2. Humanitarian assistance today: analysis on humanitarian affairs  

3. Human rights and humanitarian assistance 

4. Responding to natural disasters 

5. Workshop :Delivering humanitarian assistance  

6. Quality and Accountability of Humanitarinan Aid: Do No Harm and Dignity of People   

7. Vulnerability in emergency  

8. Safety and security of humanitarian aid workers 

9. Peace building: Recovery from conflicts 

10. New approaches in humanitarian responses  

11. Recovering from disasters, building back letter 

12. Preparedness 

13. Presentation   

14. Presentation and discussion  

 

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

Students are required to submit an essay (approx 1,500 words) by the beginning of the 13th week. 

Students are requested to prepare a presentation at the class on the 13th week. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Essay(40%)/Participation(30%)/Presentation(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

No specific text book required.  

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FV331 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

国際協力リテラシー 

（International Cooperation Literacy） 

担当者名 

（Instructor） 
アーメッド(AHMED MOHAMMED K.) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(fall Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMP2651 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 

・2012 年度以降 1 年次入学者対象科目 

池袋キャンパス：6月 16 日（土）12：30～17：00 1101 教室 

国際大学浦佐キャンパス：8月 19 日（日）～24 日（金） 

明治大学駿河台キャンパス：10月 6 日（土） 

・定員 12 名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

In this age of globalization, developing a global mindset based on cross-cultural sensitivity and effective presentation skills may 

be considered to be at the heart of international cooperation. Cross-cultural sensitivity develops from systematic observation 

of other cultures, critical awareness of one’s cultural values, understanding and appreciation of cultural differences, and 

cognitive flexibility. At the same time, the ability to present effectively gives one the power to influence others. This course 

focuses on these two vital areas in terms of competencies and skills useful for successful and meaning international 

cooperation. 

 

The main part of the course will be offered at the International University of Japan (IUJ) in Niigata Prefecture. Students are 

expected to participate actively in all classes and make final team presentations. In addition to actively participating in highly 

interactive classes conducted by the instructor, students will also have the opportunity to interact with IUJ graduate students 

who will work closely with them as TAs. All activities will be conducted in English. 

Students will develop cross-cultural sensitivity and effective presentation skills. They will develop confidence by actively 

participating in class discussions and making individual and team presentations. They will also have the opportunity to interact 

and network with members of the IUJ community including faculty and graduate students. These will provide a solid foundation 

upon which they can continue to build their competencies and skills for international cooperation in their future studies and 

professions.  

 

授業の内容（Course Contents） 

1) Cross-Cultural Communication 

The purpose of this component is to develop such cross-cultural sensitivity. It will be done in two ways: (1) by developing a 

practical conceptual understanding of cross-cultural communication, and (2) by interacting with other course students and with 

IUJ students from different cultural backgrounds. Students will learn about some core concepts in cross-cultural 

communication, key cultural value orientations and dimensions, and major cultural types around the world. Many clear and 

practical examples will be shared to develop such conceptual understanding.  

 

There will be six 90-minute sessions. The sessions will consist of: (1) interactive lectures, in which the students are expected 

to respond actively to instructor’s questions; (2) small group discussions, in which the students will actively exchange 

information and opinions; and (3) short presentations, in which the students will explain specific norms in different cultures and 

cross-cultural critical incidents (which show situations of cross-cultural conflicts). Students will also share and reflect on their 

own cross-cultural experiences.  

 

2) Effective Presentation 

This component is designed to both develop a practical understanding of the skills needed for making presentations effective, as 

well as, provide the “experience” of making presentations. Students will learn about the importance of emotionally engaging the 

audience and convincing them logically. They will develop a clear understanding of the importance of purpose and audience, core 

message, clear content development and flow, natural delivery, and simple design of visuals as the key elements of effective 

presentations. The course will also focus on enabling the students to ‘experience’ making presentations. It will engage them to 

build and develop their confidence in their ability to make presentations. 

 

There will be eight 90-minute classroom workshop-style training sessions comprising instruction, discussion, and individual 

presentation practice with feedback. In addition, there will be three 90-minute classroom sessions devoted to rehearsals with 

feedback for the final team presentations. On the last day, there will be final team presentations followed by Q/A, lasting for 

three 90-minute sessions. The final team presentations will be an interactive event in front of a larger audience involving IUJ 

students.  

 

3) Group work sessions 

During these three 90-minute sessions, students will work on individual assignments and participate in group work on campus 
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while TAs provide assistance and monitor progress. 

 

At the Kick-Off session in June, students will be given a more detailed syllabus of the course and provided with reading 

materials and assignments as preparation for the course. These assignments must be completed by the specified deadlines 

before arriving at IUJ as preparation for the course. In the Wrap-Up session, students will receive feedback on their final report 

and participate in a final reflective discussion of the course. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. (1) Kick-Off session (Rikkyo University Ikebukuro Campus) on June 16 

2. (2) Cross-Cultural Communication 

3. (3) Cross-Cultural Communication 

4. (4) Effective Presentation 

5. (5) Effective Presentation 

6. (6) Cross-Cultural Communication 

7. (7) Cross-Cultural Communication 

8. (8) Effective Presentation 

9. (9) Effective Presentation 

10. (10) Cross-Cultural Communication 

11. (11) Cross-Cultural Communication 

12. (12) Effective Presentation 

13. (13) Team Presentations 

14. (14) Wrap-Up session (Meiji University Surugadai Campus) on October 6 

 

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

There are Group Work Sessions with TAs during the week. 

Students need to submit an application form before registering for this course. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Class participation(25%)/Ongoing assignments(20%)/Final (team) presentation(30%)/Final report(25%) 

 

テキスト（Textbooks） 

Materials will be distributed at the Kick-Off session and during the course. 

 

参考文献（Readings） 

1. Garr Reynolds. 2011. Presentation Zen: Simple Ideas on Presentation Design and Delivery.. New Riders Press (13: 978-

032181 1981) 

Other materials will be introduced in class. 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

This course will be held on June 16, August 19-24, and October 6. 

June 16 will be held at Rikkyo University. 

August 19-24 will be held at International University of Japan. 

October 6 will be held at Meiji University. 

 

1. Students are required to submit assignments. Please submit work by the specified deadlines. 

2. Classes may be photographed or video recorded to be used for educational purposes in the future. If any student has any 

concerns about this, please consult the instructor. 

3. Participation fee for this program will be about 50,000 yen including lodging expense. 

 

注意事項（Notice） 
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■FV342 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

アクティブ・リサーチ２ 

（Active Research 2） 

担当者名 

（Instructor） 
マチケナイテ ヴイダ(MACIKENAITE-A. VIDA) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(fall Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMP2661 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 

・2012 年度以降 1 年次入学者対象科目 

池袋キャンパス：9月 10 日（月）～11 日（火）各日 09：00～17：00  1102 教室 

明治大学駿河台キャンパス：9月 12 日（水）～14 日（金）  

・定員 10 名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

To learn the basic history, theories, and actual functions of international cooperation. 

To understand how international cooperation is practically implemented at the state level (the case of Japan) and the level of 

civil society (NGOs involved in development projects overseas). 

To evaluate the performance of international organizations in international cooperation and to analyze the 

causes of success and failure. 

To enable the students to identify the types of skills that need to be built in preparation for a career in the field of international 

cooperation. 

Students will acquire knowledge of diverse aspects of international cooperation. They will be introduced to the theoretical 

background of international cooperation and will familiarize themselves with the actual work related to international cooperation. 

Students’ work throughout the course will focus on deepening the understanding of the problems surrounding international 

cooperation and ways of addressing them. Specifically, the students will make policy proposals related to the international 

cooperation activities by a state actor (or an international institution), as well as consider possible contribution of an individual 

member of a civil society (focus on problem identification and solution, planning cooperation of and coordination between 

different actors, etc.). 

The students are expected to: 

• be able to better define their future career path in international cooperation after the course; 

• improve the skills they need for building a career in international cooperation; 

• increase their confidence in written and oral communication in English.  

 

授業の内容（Course Contents） 

To deepen the understanding of international cooperation history, theories, and functions; to become familiar 

with diverse empirical cases in the work of state institutions and civil society organizations 

To visit agencies that engage in international cooperation in the fields of security and humanitarianism. 

All the communication throughout the course is in English. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Basic instructions on Active Research II. Self-introduction by the students (Which topics are you interested in in 

international cooperation? Why? How do you expect to apply in the future what you learn during this course?). Basic 

guidelines on the format of the course and medium of instruction (interactive lectures, presentation-based class 

discussion, in-class workshop). Understanding International Cooperation. What issues does it address? 

2. History and functions of international organizations as part of International Cooperation (special attention to the League 

of Nations and the United Nations (UN)). Institutional framework of International Cooperation at the state- and inter-state 

level, mechanisms of funding. 

3. Presentation-based class discussion on selected international organizations. 

4. Japan’s international cooperation through the UN; history and practice of Japan’s participation in the UN peacekeeping 

operations. The peace constitution of Japan. 

5. Japan’s international cooperation through the UN; history and practice of Japan’s participation in the UN peacekeeping 

operations. The peace constitution of Japan. 

Japanese institutions involved in International Cooperation (incl. preparation for the fieldtrip) 

6. Fieldtrip 1. Fieldtrip to the Secretariat of the International Peace Cooperation Headquarters, Cabinet Office 

7. The major problems of state- and inter-state level international cooperation (discussion based on the in-advance reading 

assignments, lectures, and the fieldtrip). 

8. History of refugee problems (the idea of the state, historical facts, legal development of refugee protection, 

humanitarianism, and human rights). Civil society’s role in international cooperation (selected areas) in general and refugee 

problems in particular. 

9. Contemporary refugee situation worldwide (geographical overview, problems, and policies by governments, IGOs, and 

NGOs); selected case studies of refugees. Japan’s experience in both the private and the public sectors dealing with 

refugees. 
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10. European migrant crisis: causes of, the main problems, and response from the EU-member states (governments); civil 

society involvement in managing migrant crisis. 

11. The role of civil society in international cooperation. Why is participation of civil society necessary? 

Preparation for the fieldtrip (review of the activities of JCCP and similar NGOs, possible questions during the fieldtrip). 

12. Fieldtrip 2:  Visit Japan Center for Conflict Prevention: Lecture and discussion about the NGO’s experience and 

achievements in its efforts for conflict prevention with concrete cases (the major focus on the problems the JCCP 

addresses, how it collaborates with other actors, and major challenges faced by the JCCP). 

Follow-up discussion. How are the activities and approaches of state actors different from those of civil society actors in 

the field of international cooperation? 

13. In-class workshop (1): planning international cooperation for selected cases (issues suggested by the Instructor). 

Identification of a problem, possible solutions, planning cooperation of and coordination between different actors. 

Discussion on funding and possible challenges. 

In-class workshop (2): planning international cooperation for selected cases (2-3 issues suggested by the students). 

14. Fieldtrip 2:  Visit Japan Center for Conflict Prevention: Lecture and discussion about the Guidance on final report writing, 

including topic selection and style issues in academic paper writing. 

 

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

Students need to submit an application form before registering for this course.  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Final Report(40%)/Attendance of classes, field trips, and fieldwork(20%)/Active participation in class discussion(20%)/In-class 

presentation(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. Ramalingam, Ben.. 2013. Aid on the Edge of Chaos: Rethinking International Cooperation in a Complex World.. Oxford 

University Press 

2. Ogata, Sadako. 2005. The Turbulent Decade: Confronting the Refugee Crises of the 1990s. W. W. Norton & Company 

3. Arase, David (ed.). 2005. Japan’s Foreign Aid: Old Continuities and New Directions. Oxon: Routledge 

Japan International Cooperation Agency Annual Report 2015. Available from 

http://www.jica.go.jp/english/publications/reports/annual/2015/c8h0vm00009q82bm-att/2015_all.pdf (also other years for your 

reference). 

 

Additional articles will be distributed later. 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

This Course will be held from September 10 to 14. 

Sep. 10-11 classes will be held at Rikkyo University. 

Sep. 12-14 classes will be held at Meiji University. 

 

Details on specific reading assignments and recommendations will be announced later. 

 

Please note that all the transportation cost at the field trip must be borne by the student. 

 

Final report should be between 3,500-4,000 words and submitted within one week after the follow-up session. 

 

Classes may be photographed or video recorded to be used for educational purposes in the future. If any student has any 

concerns about this, please consult the instructor. 

 

注意事項（Notice） 
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■FV416 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

国連ユースボランティア 

(The United Nations Youth Volunteer) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
国連機関等への長期海外派遣プログラム 

担当者名 

（Instructor） 
髙井 明子(TAKAI AKIKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
１２単位(12 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMP2663 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 

・2016 年度以降 1 年次入学者：多彩な学び科目 

・2012～2015 年度 1 年次入学者：総合自由科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

開発途上国における国連や政府機関、NGO等の活動に関し、業務指示書の範囲で任された業務を遂行することを通じて、現場

経験を積み、グローバル・イシューおよび国際協力活動に関する理解を深めるとともに、国際開発・協力事業の現場で必要とされ

る専門知識や技術を身につける。 

 

授業の内容（Course Contents） 

［事前研修］開発途上国において生活および業務を遂行するために必要となる知識や技術に関する講義や実習を行う。 

［現地派遣］履修学生は，情報通信技術（ICT），教育，環境，保健衛生などの分野において、広報活動などの任された業務を国

連や政府機関，NGOのスタッフおよび現地の人々とともに遂行する。ウィークリーレポート・マンスリーレポート・ファイナルレポー

トの提出を求める。 

［事後研修］帰国報告会を開催する。参加学生は、帰国報告会において活動報告を行うことが求められる。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 事前研修（安全対策） 

2. 事前研修（国連の活動） 

3. 事前研修（グローバル・イシュー） 

4. 事前研修（ICT研修） 

5. 現地活動（外国語コミュニケーション能力） 

6. 現地活動（異文化理解） 

7. 現地活動（ビジネスマナー） 

8. 現地活動（国連機関等国際機関・団体） 

9. 現地活動（グローバルイシュー） 

10. 現地活動（国際開発・協力事業） 

11. 現地活動（ウィークリー・マンスリーレポート作成） 

12. 現地活動（倫理観，リーダーシップ） 

13. 現地研修（メディアリテラシー） 

14. 帰国報告会（プレゼンテーション） 

15. ファイナルレポート作成 

 

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

業務遂行に必要な程度の英語力の習得が必要である。さらに、Web作成や画像編集等のコンピューターリテラシーやメディアリ

テラシーの習得が望まれる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

［派遣前］事前研修の参加状況(20%)/［派遣中］受け入れ先との間で定められた業務の遂行状況および週間／月間レポートの提

出(60%)/［派遣後］報告会の参加状況,ファイナルレポートの提出(20%) 

成績評価は「合格」または「不合格」とする。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

事前の学内選考および国連による最終選考に合格した学生のみ履修可能。 

履修登録に関する詳細は、履修要項を確認すること。 
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注意事項（Notice） 
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■FV426 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

陸前高田プロジェクト 

(Rikuzentakata Project) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 

A Project-based Learning Program: Recovery and reconstruction – learning from the 

community with students from overseas universities (Stanford University and others) 

担当者名 

（Instructor） 

髙井 明子(TAKAI AKIKO)  

ジャン イー(ZHANG,YI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMP2661 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 

・2016 年度以降 1 年次入学者：多彩な学び科目 

・2012～2015 年度 1 年次入学者：総合自由科目 

・定員 10 名程度 

 

授業の目標（Course Objectives） 

This course aims at understanding resilience in Students will be visiting  visiting Rikuzentakata City, Iwate Prefecture which is 

the area where East Japan great earthquake struck, the participants, through working in a small group, will work on the given 

topics through group works in the field and understand the current situation and work together . The agendas will be shared 

among the students who has various backgrounds to experience collaboration work. After participating to this program, we 

expect them to send out the reality of the situation to the people outside of Japan, by use of SNS such as Facebook. 

 

授業の内容（Course Contents） 

Participants will conduct field collaborative work in Rikuzentakata City, Iwate Prefecture, which is heavily affected by the  

Great East Japan Earthquake.  Each team is given an assignment on various  topics that will be provided during the pre-

departure sessions.. After the field work, each group will work on the final presentation which takes place in Tokyo.  

All participants are required to attend the pre-departure and session and post-field work session. - Students from other 

universities, including Stanford University will participate in this group, and English is used as the course language.  

 

July 21 (Sat) 14:00-18:00                Introduction,   (Tokyo) Rikkyo students only 

Aug 25 (Sat)  13:00-17:00               Pre-departure sessiong (Tokyo) Rikkyo students only 

Sept 5,6 (Wed, Thu)10:00-18:00          Pre-departure (Tokyo) Sept 5-13 students from USA will join 

Sept 7-11 (Fri - Tue) all day              Field work (Rikuzen Takata City) 

Sept 12, 13 (Wed, Thu)10：00-16：00  Post field work session （Tokyo) 

 

1. Expenses: Approx. 60,000Yen (inclusive of round-trip Group fare between Tokyo and Rikuzen Takata City, Local 

group transportation fee, Accommodation fee, Meals taken together.) 

2. Orientation meeting : Mid-May 

3. Application Dead-line: June 14(Thu), 2018 17:00 

           - Submit the required to either of the offices below 

    .          <Ikebukuro Campus> Center for Global Human Resources Development 

   McKim Hall 15th Build (2F) 

               <Niiza Campus> International Office 

            

           - Submit Application Form (downloaded from Center for Global Human Resources Development homepage  

https://ghrd.rikkyo.ac.jp )     

           - Also submit other documents and Grades reference Screen print-out etc.as asked.  

4. Announcement of students accepted on courses: 

              Interview from June 16 (Sat)  

              Planned to decide successful applicants by June 25 (Mon) and will inform applicants. 

5. Class registration: ''Others'' registration class.  Those who will be accepted on this course will be registered by the 

University for Autumn Semester ''Others'' Course. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Guidance 

2. Collection of Great East Japan Earthquake related documents and materials 1 

3. Collection of Great East Japan Earthquake related documents and materials 2 

4. Sharing gathered Information sharing 

5. Field work - research method1 

6. Field work - research method2 

7. Field work - research planning & preparation 

8. Field work1 

9. Field work2 
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10. Field work3 

11. Presentation & Wrap-up (group work)1 

12. Presentation & Wrap-up (group work)2 

13. Presentation & Wrap-up (group work)3 

14. Final Presentation 

15. Individual report writing and feedback 

 

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

Will be instructed at the time of the program. 

During the pre-departure sessions, each student is asked  to gather information on Great Each Japan Earthquake, and  

Rikuzentakata City and other areas affected by disasters. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Program participation Conduct(50%)/Pre &Post meeting participating Conduct(40%)/Report(10%) 

Participation to all meetings are compulsory. The results will be either, ''Pass'' or ''Fail''. 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

・Common language will be English. 

・Number of members will be limited. (approx. 10) Will conduct screening. 

・Students from Stanford University planned.   

・Possibility of students from Hong Kong University participating. 

・Should be in School for Spring and Autumn Semester of 2018. 

  (Should not be absent from school.) 

・Make sure you check your 2018 edition of collage course guidebook by yourself for application period and course registration. 

 

注意事項（Notice） 
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■FV432 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

海外インターンシップ２ 

(Overseas Internship 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
海外における就業体験プログラム（4 週間） 

担当者名 

（Instructor） 

髙井 明子(TAKAI AKIKO) 

松本 茂（MATSUMOTO SHIGERU） 

学期 

（Semester） 
春期間外(Summer Session) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMP2663 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 

・2016 年度以降 1 年次入学者：多彩な学び科目 

・2012～2015 年度 1 年次入学者：総合自由科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

海外における就業体験を通じて，企業を知り，社会の仕組みを理解するとともに，国際的にも活躍できるグローバル人材としての

能力を高めることを目指す。 

 

授業の内容（Course Contents） 

事前研修：派遣企業に関する基本的理解，関連業界調査，企業調査，マナーについて，講義・実習を行う 

現地研修：派遣企業における就業体験（約 4 週間） 

事後研修：振り返り，報告会，レポート作成 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 事前研修（海外インターンシップの目的・目標の確認） 

2. 事前研修（派遣企業の基礎知識，派遣企業関連業界調査） 

3. 事前研修（派遣地域の情報収集，安全対策） 

4. 現地研修（派遣先企業でのオリエンテーション） 

5. 現地研修（就業体験：異文化理解） 

6. 現地研修（就業体験：外国語コミュニケーション能力） 

7. 現地研修（就業体験：リーダーシップ能力） 

8. 現地研修（就業体験：倫理観） 

9. 現地研修（就業体験：主体性） 

10. 現地研修（就業体験：ビジネスマナー） 

11. 現地研修（就業体験：ICTスキル） 

12. 現地研修（就業体験：ウィークリーレポート作成） 

13. 現地研修（就業体験：理論的思考，情報収集） 

14. 事後研修（振り返り，報告会） 

15. 事後研修（ファイナルレポート作成） 

 

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

派遣先企業により求められる言語コミュニケーション能力や ICTスキル等が異なる。派遣先企業の事前情報を確認のうえ，必要

な知識やスキルの習得が望まれる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

事前研修の参加状況(20%)/派遣先企業での就業体験状況およびウィークリーレポートの提出(60%)/事後研修の参加状況，ファイ

ナルレポートの提出(20%) 

成績評価は「合格」または「不合格」とする。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FV433 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

海外インターンシップ２ 

(Overseas Internship 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
海外における就業体験プログラム（4 週間） 

担当者名 

（Instructor） 

髙井 明子(TAKAI AKIKO) 

松本 茂（MATSUMOTO SHIGERU） 

学期 

（Semester） 
秋期間外(Winter Session) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMP2663 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 

・2016 年度以降 1 年次入学者：多彩な学び科目 

・2012～2015 年度 1 年次入学者：総合自由科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

海外における就業体験を通じて，企業を知り，社会の仕組みを理解するとともに，国際的にも活躍できるグローバル人材としての

能力を高めることを目指す。 

 

授業の内容（Course Contents） 

事前研修：派遣企業に関する基本的理解，関連業界調査，企業調査，マナーについて，講義・実習を行う 

現地研修：派遣企業における就業体験（約 4 週間） 

事後研修：振り返り，報告会，レポート作成 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 事前研修（海外インターンシップの目的・目標の確認） 

2. 事前研修（派遣企業の基礎知識，派遣企業関連業界調査） 

3. 事前研修（派遣地域の情報収集，安全対策） 

4. 現地研修（派遣先企業でのオリエンテーション） 

5. 現地研修（就業体験：異文化理解） 

6. 現地研修（就業体験：外国語コミュニケーション能力） 

7. 現地研修（就業体験：リーダーシップ能力） 

8. 現地研修（就業体験：倫理観） 

9. 現地研修（就業体験：主体性） 

10. 現地研修（就業体験：ビジネスマナー） 

11. 現地研修（就業体験：ICTスキル） 

12. 現地研修（就業体験：ウィークリーレポート作成） 

13. 現地研修（就業体験：理論的思考，情報収集） 

14. 事後研修（振り返り，報告会） 

15. 事後研修（ファイナルレポート作成） 

 

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

派遣先企業により求められる言語コミュニケーション能力や ICTスキル等が異なる。派遣先企業の事前情報を確認のうえ，必要

な知識やスキルの習得が望まれる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

事前研修の参加状況(20%)/派遣先企業での就業体験状況およびウィークリーレポートの提出(60%)/事後研修の参加状況，ファイ

ナルレポートの提出(20%) 

成績評価は「合格」または「不合格」とする。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FV511 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

ＲＳＬ－コミュニティ（埼玉） 

(Rikkyo Service Learning on Community Fields(Saitama)) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
自立と社会福祉：生活困窮者への埼玉県アスポート学習支援 

担当者名 

（Instructor） 
田中 聡一郎(TANAKA SOICHIRO) 

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） 
CMP2660 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2016 年度以降 1 年次入学者対象科目 定員 15 名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

サービスラーニングの手法に基づきながら埼玉県内の生活保護受給世帯を中心とした生活困窮世帯に暮らす中学生を対象とし

た埼玉県内の学習支援事業への参加を通じて、わが国の社会保障制度の中心的政策のひとつである生活保護制度の運用実態

に触れるとともに、貧困と格差、社会的包摂等を巡る諸問題についての理解を深める。 

 

授業の内容（Course Contents） 

学内での事前学習では、生活保護制度や子どもの貧困について学習する。 

学外での活動として、一般社団法人彩の国子ども･若者支援ネットワークが主催する「アスポート学習教室」に、学習指導員として

履修者が参加し、教室に参加する中学生に、学習サポートを行う。 

事後学習として、事前学習およびアスポート学習教室での活動をとおしての学びの成果、気づき、さらには生活保護制度のあり

方についての報告会をおこなう。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 事前学習①「オリエンテーション／サービスラーニングの学修のポイント、授業の目的」 

2. 事前学習②「生活保護をめぐる問題と課題」 

3. 事前学習③「埼玉県内で実施されているアスポート事業の政策的意義」 

4. 事前学習④「貧困と「学習支援」／「立教生ができる」活動としての学習支援／活動オリエンテーション」 

5. アスポート学習支援活動への参加(活動期間中８回以上の活動に参加する) 

6. アスポート学習支援活動への参加(活動期間中８回以上の活動に参加する) 

7. アスポート学習支援活動への参加(活動期間中８回以上の活動に参加する) 

8. アスポート学習支援活動への参加(活動期間中８回以上の活動に参加する) 

9. アスポート学習支援活動への参加(活動期間中８回以上の活動に参加する) 

10. アスポート学習支援活動への参加(活動期間中８回以上の活動に参加する) 

11. 事後学習①「アスポート学習支援活動参加のふりかえり－１」 

・体験のリフレクション／生活保護政策におけるアスポート学習支援活動の位置づけ 

12. 事後学習②「アスポート学習支援活動参加のふりかえり－２」 

・体験のリフレクション／グループ別活動報告会準備 

13. 事後学習③「活動報告会－１ グループ別発表(体験のリフレクションの共有)」 

14. 事後学習④「活動報告会－２ グループ別発表(体験のリフレクションの共有)／総括討論」 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

以下の書籍が授業に関連するので、予習などに活用してもらいたい。 

・大山典宏 『生活保護 VSワーキングプア』（2008 PHP新書) 

・埼玉県アスポート編集委員会編 『生活保護２００万人時代の処方箋』（2012 ぎょうせい) 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/活動報告会資料・プレゼンテーション(50%)/事前学習・事後学習時のリアクションペーパー(10%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 逸見・原田・藤枝・立教大学サービスラーニングセンター編著、2017、『リベラルアーツとしてのサービスラーニングーシティズン

シップを耕す教育ー』、北樹出版 (ISBN:9784779305306) 

 

参考文献（Readings） 

適宜、授業時に紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

・履修希望者は、履修登録に関する「事前説明会」のいずれかに出席してください。なお、出席できない場合はＲＳＬセンターに申

し出てください。 
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＜事前説明会＞ 

6 月 26 日（火）12:20～13:10 池袋キャンパス 5 号館 5323 教室 

7 月 4 日（水）12:20～13:30 新座キャンパス 2 号館 N224 教室 

・授業は「事前・事後学習」（池袋キャンパス）＋「学外活動」（アスポート学習支援活動）で行われる。なお、学外活動は 8 回以上

参加しなければならない。 

①事前学習：前半 4 回 

②学外活動：2 時間×8 回 

③事後学習：後半 4 回 

・履修登録者（参加者）は、学外活動にかかる参加費として 1,500 円程度（保険料）が必要となる。履修登録完了後、参加費納入

等、学外活動（フィールドワーク）に関する手続きについては、立教トラベルプラザ経由で行う。 

・原則として、履修登録後の辞退は認められない。やむを得ない理由で辞退を申し出る場合には、一定の手続きを経る必要があ

る。 

・授業についての指示、参加費納入案内等は、Blackboardを使用する。使用方法は各自で習熟しておくこと。  

・定期健康診断を受診すること。 

・この科目は、立教サービスラーニング（ＲＳＬ）科目群のひとつである。 

 

注意事項（Notice） 
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■FV512 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

ＲＳＬ－コミュニティ（池袋） 

(Rikkyo Service Learning on Community Fields(Ikebukuro)) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 

多文化共生と相互連帯 

(Multiculturalism and Mutual Trusts in Community) 

担当者名 

（Instructor） 
藤枝 聡(FUJIEDA SO) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMP2660 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2016 年度以降 1 年次入学者対象科目 定員 15 名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

①池袋の地域特性、多文化共生をめぐる現状と課題について質的・量的な視点から理解し、説明できるようになる。 

②自分の社会的関心と、池袋の多文化共生をめぐる課題との接点がどこにあるかを理解し、説明できるようになる。 

③地元住民、外国人住民、行政、大学との対話を通じて、それぞれの立場や論理、「何が論点か」を理解・尊重し、自分自身の考

えを構築し、説明できるようになる。 

④多文化共生をめぐる地域の諸問題を改善するための民主的な方法論（近隣連帯の仕組みづくり）を防災・福祉・芸術文化等の

テーマから主体的かつ具体的に計画し、その期待効果等を説明できるようになる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

2018 年は本学池袋キャンパス開講 100 周年に当たり、大学の地域の関係形成を捉え直す好機といえる。この授業では、国際化

に対応した都市づくりが進む豊島区にあって、その中核である池袋において多文化共生の地域社会づくりを取り巻く歴史・現状と

課題を地域関係者・専門家等の支援を得ながら掘り起こし、住民との協働を通じてその改善のための仕掛け・仕組みづくりの過

程に取り組む。2018 年度は、履修者を 3 つのテーマ・グループ（防災班、次世代・子育て班、芸術文化班）に編成し、池袋の多文

化共生に資する交流機会、身近な生活課題を改善する近隣連帯の仕組み（例：多文化参加型の防災訓練や見守りパトロール、

子育て・教育のピア・ラーニング、ミニ芸術展等）に繋がる催しの実施計画の草案を作成する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 事前学習①：総合オリエンテーション、授業の目的、協働学習の準備 

2. 事前学習②：池袋・豊島区における多文化共生をめぐる課題と可能性(1) 

3. 事前学習③：池袋・豊島区における多文化共生をめぐる課題と可能性(2) 

4. 事前学習④：立教生の池袋多文化共生プロジェクト／フィールド・オリエンテーション 

5. 池袋地域における多文化共生のためのフィールド活動 

6. 池袋地域における多文化共生のためのフィールド活動 

7. 池袋地域における多文化共生のためのフィールド活動 

8. 池袋地域における多文化共生のためのフィールド活動 

9. 池袋地域における多文化共生のためのフィールド活動 

10. 池袋地域における多文化共生のためのフィールド活動 

11. 池袋地域における多文化共生のためのフィールド活動 

12. 事後学習①：フィールド活動の振り返り 

13. 事後学習②：創造ワークショップ 

14. 事後学習③：グループ別発表 

15. 事後学習④：総括討論、学生に対するフィードバック 

 

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） 

最終レポート(Final Report)(20%)/フィールド活動報告会資料・プレゼンテーション(70%)/事前学習・事後学習時のリアクションペー

パー(10%) 

 

テキスト（Textbooks） 

テキストは指定せず、授業時にレジュメ等を配付する。 

 

参考文献（Readings） 

逸見・原田・藤枝、立教サービスラーニングセンター、2017、『リベラルアーツとしてのサービスラーニング－シティズンシップを耕

す教育－』、北樹出版 (ISBN:978-4-7793-0530-6) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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・履修希望者は、履修登録に関する「事前説明会」のいずれか 1 回に出席してください。なお、出席できない場合は RSLセンター

に申し出てください。 

＜事前説明会＞ 

6 月 27 日（水）12:20～13:10 新座キャンパス 2 号館 N224 教室 

7 月 3 日（火）12:20～13:10 池袋キャンパス 5 号館 5323 教室 

・授業は「事前・事後学習」（池袋キャンパス）＋「学外活動」で行われ、全日程に参加しなければなりません。 

①事前学習：前半 4 回 水曜日 18:30～20:00 池袋キャンパス 5 号館 5304 教室（初回授業日 9 月 26 日（水）） 

②学外活動：7 回 詳細は、授業時に指示をします。 

③事後学習：後半 4 回 水曜日 18:30～20:00 

※秋学期水曜日 6 限以降に他の科目等を登録しないように注意してください。 

・履修登録者（参加者）は、学外活動にかかる参加費として 1,500 円程度（保険料）が必要となる。履修登録完了後、参加費納入

等、学外活動（フィールドワーク）に関する手続きについては、立教トラベルプラザ経由で行う。 

・原則として、履修登録後の辞退は認められない。やむを得ない理由で辞退を申し出る場合には、一定の手続きを経る必要があ

る。 

・授業についての指示、参加費納入案内等は、Blackboardを使用する。使用方法は各自で習熟しておくこと。  

・定期健康診断を受診すること。 

・この科目は、立教サービスラーニング（RSL）科目群のひとつである。 

 

注意事項（Notice） 
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■FV516 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

ＲＳＬ－１ 

(Rikkyo Service Learning-1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
自立と社会福祉：生活困窮者への埼玉県アスポート学習支援 

担当者名 

（Instructor） 
田中 聡一郎(TANAKA SOICHIRO) 

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） 
2012～2015 年度 1 年次入学者対象科目  定員 15 名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

サービスラーニングの手法に基づきながら埼玉県内の生活保護受給世帯を中心とした生活困窮世帯に暮らす中学生を対象とし

た埼玉県内の学習支援事業への参加を通じて、わが国の社会保障制度の中心的政策のひとつである生活保護制度の運用実態

に触れるとともに、貧困と格差、社会的包摂等を巡る諸問題についての理解を深める。 

 

授業の内容（Course Contents） 

学内での事前学習では、生活保護制度や子どもの貧困について学習する。 

学外での活動として、一般社団法人彩の国子ども･若者支援ネットワークが主催する「アスポート学習教室」に、学習指導員として

履修者が参加し、教室に参加する中学生に、学習サポートを行う。 

事後学習として、事前学習およびアスポート学習教室での活動をとおしての学びの成果、気づき、さらには生活保護制度のあり

方についての報告会をおこなう。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 事前学習①「オリエンテーション／サービスラーニングの学修のポイント、授業の目的」 

2. 事前学習②「生活保護をめぐる問題と課題」 

3. 事前学習③「埼玉県内で実施されているアスポート事業の政策的意義」 

4. 事前学習④「貧困と「学習支援」／「立教生ができる」活動としての学習支援／活動オリエンテーション」 

5. アスポート学習支援活動への参加(活動期間中８回以上の活動に参加する) 

6. アスポート学習支援活動への参加(活動期間中８回以上の活動に参加する) 

7. アスポート学習支援活動への参加(活動期間中８回以上の活動に参加する) 

8. アスポート学習支援活動への参加(活動期間中８回以上の活動に参加する) 

9. アスポート学習支援活動への参加(活動期間中８回以上の活動に参加する) 

10. アスポート学習支援活動への参加(活動期間中８回以上の活動に参加する) 

11. 事後学習①「アスポート学習支援活動参加のふりかえり－１」 

・体験のリフレクション／生活保護政策におけるアスポート学習支援活動の位置づけ 

12. 事後学習②「アスポート学習支援活動参加のふりかえり－２」 

・体験のリフレクション／グループ別活動報告会準備 

13. 事後学習③「活動報告会－１ グループ別発表(体験のリフレクションの共有)」 

14. 事後学習④「活動報告会－２ グループ別発表(体験のリフレクションの共有)／総括討論」 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

以下の書籍が授業に関連するので、予習などに活用してもらいたい。 

・大山典宏 『生活保護 VSワーキングプア』（2008 PHP新書) 

・埼玉県アスポート編集委員会編 『生活保護２００万人時代の処方箋』（2012 ぎょうせい) 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/活動報告会資料・プレゼンテーション(50%)/事前学習・事後学習時のリアクションペーパー(10%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 逸見・原田・藤枝・立教大学サービスラーニングセンター編著、2017、『リベラルアーツとしてのサービスラーニングーシティズン

シップを耕す教育ー』、北樹出版 (ISBN:9784779305306) 

 

参考文献（Readings） 

適宜、授業時に紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

・履修希望者は、履修登録に関する「事前説明会」のいずれかに出席してください。なお、出席できない場合はＲＳＬセンターに申

し出てください。 
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＜事前説明会＞ 

6 月 26 日（火）12:20～13:10 池袋キャンパス 5 号館 5323 教室 

7 月 4 日（水）12:20～13:30 新座キャンパス 2 号館 N224 教室 

・授業は「事前・事後学習」（池袋キャンパス）＋「学外活動」（アスポート学習支援活動）で行われる。なお、学外活動は 8 回以上

参加しなければならない。 

①事前学習：前半 4 回 

②学外活動：2 時間×8 回 

③事後学習：後半 4 回 

・履修登録者（参加者）は、学外活動にかかる参加費として 1,500 円程度（保険料）が必要となる。履修登録完了後、参加費納入

等、学外活動（フィールドワーク）に関する手続きについては、立教トラベルプラザ経由で行う。 

・原則として、履修登録後の辞退は認められない。やむを得ない理由で辞退を申し出る場合には、一定の手続きを経る必要があ

る。 

・授業についての指示、参加費納入案内等は、Blackboardを使用する。使用方法は各自で習熟しておくこと。  

・定期健康診断を受診すること。 

・この科目は、立教サービスラーニング（ＲＳＬ）科目群のひとつである。 

 

注意事項（Notice） 
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■FV517 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

ＲＳＬ－１－ｂ 

(Rikkyo Service Learning-1-b) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 

多文化共生と相互連帯 

(Multiculturalism and Mutual Trusts in Community) 

担当者名 

（Instructor） 
藤枝 聡(FUJIEDA SO) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall 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） 
2012～2015 年度 1 年次入学者対象科目  定員 15 名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

①池袋の地域特性、多文化共生をめぐる現状と課題について質的・量的な視点から理解し、説明できるようになる。 

②自分の社会的関心と、池袋の多文化共生をめぐる課題との接点がどこにあるかを理解し、説明できるようになる。 

③地元住民、外国人住民、行政、大学との対話を通じて、それぞれの立場や論理、「何が論点か」を理解・尊重し、自分自身の考

えを構築し、説明できるようになる。 

④多文化共生をめぐる地域の諸問題を改善するための民主的な方法論（近隣連帯の仕組みづくり）を防災・福祉・芸術文化等の

テーマから主体的かつ具体的に計画し、その期待効果等を説明できるようになる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

2018 年は本学池袋キャンパス開講 100 周年に当たり、大学の地域の関係形成を捉え直す好機といえる。この授業では、国際化

に対応した都市づくりが進む豊島区にあって、その中核である池袋において多文化共生の地域社会づくりを取り巻く歴史・現状と

課題を地域関係者・専門家等の支援を得ながら掘り起こし、住民との協働を通じてその改善のための仕掛け・仕組みづくりの過

程に取り組む。2018 年度は、履修者を 3 つのテーマ・グループ（防災班、次世代・子育て班、芸術文化班）に編成し、池袋の多文

化共生に資する交流機会、身近な生活課題を改善する近隣連帯の仕組み（例：多文化参加型の防災訓練や見守りパトロール、

子育て・教育のピア・ラーニング、ミニ芸術展等）に繋がる催しの実施計画の草案を作成する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 事前学習①：総合オリエンテーション、授業の目的、協働学習の準備 

2. 事前学習②：池袋・豊島区における多文化共生をめぐる課題と可能性(1) 

3. 事前学習③：池袋・豊島区における多文化共生をめぐる課題と可能性(2) 

4. 事前学習④：立教生の池袋多文化共生プロジェクト／フィールド・オリエンテーション 

5. 池袋地域における多文化共生のためのフィールド活動 

6. 池袋地域における多文化共生のためのフィールド活動 

7. 池袋地域における多文化共生のためのフィールド活動 

8. 池袋地域における多文化共生のためのフィールド活動 

9. 池袋地域における多文化共生のためのフィールド活動 

10. 池袋地域における多文化共生のためのフィールド活動 

11. 池袋地域における多文化共生のためのフィールド活動 

12. 事後学習①：フィールド活動の振り返り 

13. 事後学習②：創造ワークショップ 

14. 事後学習③：グループ別発表 

15. 事後学習④：総括討論、学生に対するフィードバック 

 

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） 

最終レポート(Final Report)(20%)/フィールド活動報告会資料・プレゼンテーション(70%)/事前学習・事後学習時のリアクションペー

パー(10%) 

 

テキスト（Textbooks） 

テキストは指定せず、授業時にレジュメ等を配付する。 

 

参考文献（Readings） 

逸見・原田・藤枝、立教サービスラーニングセンター、2017、『リベラルアーツとしてのサービスラーニング－シティズンシップを耕

す教育－』、北樹出版 (ISBN:978-4-7793-0530-6) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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・履修希望者は、履修登録に関する「事前説明会」のいずれか 1 回に出席してください。なお、出席できない場合は RSLセンター

に申し出てください。 

＜事前説明会＞ 

6 月 27 日（水）12:20～13:10 新座キャンパス 2 号館 N224 教室 

7 月 3 日（火）12:20～13:10 池袋キャンパス 5 号館 5323 教室 

・授業は「事前・事後学習」（池袋キャンパス）＋「学外活動」で行われ、全日程に参加しなければなりません。 

①事前学習：前半 4 回 水曜日 18:30～20:00 池袋キャンパス 5 号館 5304 教室（初回授業日 9 月 26 日（水）） 

②学外活動：7 回 詳細は、授業時に指示をします。 

③事後学習：後半 4 回 水曜日 18:30～20:00 

※秋学期水曜日 6 限以降に他の科目等を登録しないように注意してください。 

・履修登録者（参加者）は、学外活動にかかる参加費として 1,500 円程度（保険料）が必要となる。履修登録完了後、参加費納入

等、学外活動（フィールドワーク）に関する手続きについては、立教トラベルプラザ経由で行う。 

・原則として、履修登録後の辞退は認められない。やむを得ない理由で辞退を申し出る場合には、一定の手続きを経る必要があ

る。 

・授業についての指示、参加費納入案内等は、Blackboardを使用する。使用方法は各自で習熟しておくこと。  

・定期健康診断を受診すること。 

・この科目は、立教サービスラーニング（RSL）科目群のひとつである。 

 

注意事項（Notice） 
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■FV521 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

ＲＳＬ－ローカル（南魚沼） 

(Rikkyo Service Learning on Local Scale Fields(Minami-uonuma)) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
雪掘りと農村交流を通して持続可能な社会を考える 

担当者名 

（Instructor） 
高野 孝子(TAKANO TAKAKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMP2660 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
・2016 年度以降 1 年次入学者対象科目 定員 20 名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

過疎高齢化の進む農村での体験的な学習を通して、現代社会の構造を知り、自然と人間の関係や本質的な豊かさについて問い

直し、持続可能な社会の実現について考える。 

 

授業の内容（Course Contents） 

豪雪地帯（新潟県南魚沼市栃窪）でのフィールドワーク。雪掘りを中心とした活動や住民との交流を通して、雪国で暮らすとはどう

いうことかを理解する。伝統知や地域文化、そこでの生活に触れ、人と自然の共生や豊かさ、コミュニティの意味、社会における

市民としての役割を考える。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. フィールドワークの生活に関するオリエンテーション 

2. 長老の 1 人から､ 栃窪集落についてのお話｡ 現状と課題 

3. 集落を歩いて観察する 

4. 安全に道具を使い、動けるよう、雪掘り講習｡  

5. 現代の農業を巡る課題と、農村環境を維持するための試み、現状などについて講義 

6. 集落の四季を写真で見る｡ 冬の位置づけと､ それ以外の季節の様子を知り､ 季節に応じた､ 人の自然への関わりを見る｡ 

7. 雪掘り 1｡ 特に高齢者単独世帯の支援 

8. 和かんじきで雪上ハイキング｡ 雪を知り､ 雪を楽しむ 

9. 雪掘り 2｡ 特に高齢者単独世帯の支援 

10. 雪掘り 3｡ 特に高齢者単独世帯の支援 

11. 少人数に分かれて､ 民家にて茶話インタビュー 

12. 全校生徒１０名前後の小学校訪問 

13. 保存食の知恵を学ぶ 

14. ディスカッション 

15. 発表､ まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

志望理由書提出のほか、事前学習会に向けて A4で 1−2 枚の読書課題がある。 

ほか、事前学習会で渡す資料に目を通しておくこと。 また実習前に、本コースと関連するテーマで、自分の関心から本を２冊読

む（持続可能性、食と農、過疎高齢化、農山村、都市と地方、地方自治制度、雪国文化、場の教育など）。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(15%)/フィールドワーク中の積極的な参加と観察、表現(70%)/フィールドワーク前と後の学習会での積

極的な参加(15%) 

 

テキスト（Textbooks） 

事前学習会で提示、または適宜指示する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 岩崎／高野、2010、『場の教育』、農文協 (ISBN:978-4-540-09225-1) 

2. 逸見・原田・藤枝編著 立教大学 RSLセンター編集、2017、『リベラルアーツとしてのサービスラーニングーシティズンシップを

耕す教育ー』、北樹出版 (ISBN:978-4-7793-0530-6) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

エコプラス http://www.ecoplus.jp/ 

 

・履修希望者は、履修登録に関する「事前説明会」のいずれか 1 回に出席してください。なお、出席できない場合はＲＳＬセンター

に申し出てください。 
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＜事前説明会＞ 

 6 月 27 日(水) 12:20～13:10 新座キャンパス 2 号館 N224 教室 

 7 月 3 日(火) 12:20～13:10  池袋キャンパス 5 号館 5323 教室 

・抽選登録の結果、履修が確定した者は、10 月 19 日（金）までに「志望動機（500 字程度）」を作成し、Blackboardにより科目担当

者に提出すること。 

・授業は「事前・事後学習」（池袋キャンパス）＋「学外活動」（3 泊 4 日／新潟県南魚沼市）で行われ、全日程に参加しなければな

らない。 

①事前学習：2018 年 12 月 15日（土）13：15～16：40 池袋キャンパス 5 号館 5306 教室 

②学外活動（フィールドワーク）：2019 年 2 月 3 日（日）～6 日（水）新潟県南魚沼市 

③事後学習：2019 年 2 月 23 日（土）13：00～16：00 池袋キャンパス 5 号館 5306 教室 

・履修登録者（参加者）は、学外活動にかかる参加費として 24,500 円程度（宿泊費・保険料を含む）が必要となる。長靴レンタル

は、別途 1500 円。履修登録完了後、参加費納入等、学外活動（フィールドワーク）に関する手続きについては、立教トラベルプラ

ザ経由で行う。また、参加費とは別に、活動地までの往復交通費（集合地：JR塩沢駅）は自己負担となる。 

・原則として、履修登録後の辞退は認められない。やむを得ない理由で辞退を申し出る場合には、一定の手続きを経る必要があ

る。辞退が認められた場合でも、キャンセル料が発生する。 

・授業についての指示、参加費納入案内等は、 Blackboardを使用する。使用方法は各自で習熟しておくこと。  

・定期健康診断を受診すること。 

・この科目は、立教サービスラーニング（ＲＳＬ）科目群のひとつである。 

 

注意事項（Notice） 
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■FV526 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

ＲＳＬ－２ 

(Rikkyo Service Learning-2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
雪掘りと農村交流を通して持続可能な社会を考える 

担当者名 

（Instructor） 
高野 孝子(TAKANO TAKAKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall 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） 
2012～2015 年度 1 年次入学者対象科目 定員 20 名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

過疎高齢化の進む農村での体験的な学習を通して、現代社会の構造を知り、自然と人間の関係や本質的な豊かさについて問い

直し、持続可能な社会の実現について考える。 

 

授業の内容（Course Contents） 

豪雪地帯（新潟県南魚沼市栃窪）でのフィールドワーク。雪掘りを中心とした活動や住民との交流を通して、雪国で暮らすとはどう

いうことかを理解する。伝統知や地域文化、そこでの生活に触れ、人と自然の共生や豊かさ、コミュニティの意味、社会における

市民としての役割を考える。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. フィールドワークの生活に関するオリエンテーション 

2. 長老の 1 人から､ 栃窪集落についてのお話｡ 現状と課題 

3. 集落を歩いて観察する 

4. 安全に道具を使い、動けるよう、雪掘り講習｡  

5. 現代の農業を巡る課題と、農村環境を維持するための試み、現状などについて講義 

6. 集落の四季を写真で見る｡ 冬の位置づけと､ それ以外の季節の様子を知り､ 季節に応じた､ 人の自然への関わりを見る｡ 

7. 雪掘り 1｡ 特に高齢者単独世帯の支援 

8. 和かんじきで雪上ハイキング｡ 雪を知り､ 雪を楽しむ 

9. 雪掘り 2｡ 特に高齢者単独世帯の支援 

10. 雪掘り 3｡ 特に高齢者単独世帯の支援 

11. 少人数に分かれて､ 民家にて茶話インタビュー 

12. 全校生徒１０名前後の小学校訪問 

13. 保存食の知恵を学ぶ 

14. ディスカッション 

15. 発表､ まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

志望理由書提出のほか、事前学習会に向けて A4で 1−2 枚の読書課題がある。 

ほか、事前学習会で渡す資料に目を通しておくこと。 また実習前に、本コースと関連するテーマで、自分の関心から本を２冊読

む（持続可能性、食と農、過疎高齢化、農山村、都市と地方、地方自治制度、雪国文化、場の教育など）。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(15%)/フィールドワーク中の積極的な参加と観察、表現(70%)/フィールドワーク前と後の学習会での積

極的な参加(15%) 

 

テキスト（Textbooks） 

事前学習会で提示、または適宜指示する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 岩崎／高野、2010、『場の教育』、農文協 (ISBN:978-4-540-09225-1) 

2. 逸見・原田・藤枝編著 立教大学 RSLセンター編集、2017、『リベラルアーツとしてのサービスラーニングーシティズンシップを

耕す教育ー』、北樹出版 (ISBN:978-4-7793-0530-6) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

エコプラス http://www.ecoplus.jp/ 

 

・履修希望者は、履修登録に関する「事前説明会」のいずれか 1 回に出席してください。なお、出席できない場合はＲＳＬセンター

に申し出てください。 
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＜事前説明会＞ 

 6 月 27 日(水) 12:20～13:10 新座キャンパス 2 号館 N224 教室 

 7 月 3 日(火) 12:20～13:10  池袋キャンパス 5 号館 5323 教室 

・抽選登録の結果、履修が確定した者は、10 月 19 日（金）までに「志望動機（500 字程度）」を作成し、Blackboardにより科目担当

者に提出すること。 

・授業は「事前・事後学習」（池袋キャンパス）＋「学外活動」（3 泊 4 日／新潟県南魚沼市）で行われ、全日程に参加しなければな

らない。 

①事前学習：2018 年 12 月 15日（土）13：15～16：40 池袋キャンパス 5 号館 5306 教室 

②学外活動（フィールドワーク）：2019 年 2 月 3 日（日）～6 日（水）新潟県南魚沼市 

③事後学習：2019 年 2 月 23 日（土）13：00～16：00 池袋キャンパス 5 号館 5306 教室 

・履修登録者（参加者）は、学外活動にかかる参加費として 24,500 円程度（宿泊費・保険料を含む）が必要となる。長靴レンタル

は、別途 1500 円。履修登録完了後、参加費納入等、学外活動（フィールドワーク）に関する手続きについては、立教トラベルプラ

ザ経由で行う。また、参加費とは別に、活動地までの往復交通費（集合地：JR塩沢駅）は自己負担となる。 

・原則として、履修登録後の辞退は認められない。やむを得ない理由で辞退を申し出る場合には、一定の手続きを経る必要があ

る。辞退が認められた場合でも、キャンセル料が発生する。 

・授業についての指示、参加費納入案内等は、 Blackboardを使用する。使用方法は各自で習熟しておくこと。  

・定期健康診断を受診すること。 

・この科目は、立教サービスラーニング（ＲＳＬ）科目群のひとつである。 

 

注意事項（Notice） 
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■FV531 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

ＲＳＬ－グローバル（フィリピン） 

(Rikkyo Service Learning on Global Scale Fields (Philippines)) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Rikkyo Service Learning Program in the Philippines 

担当者名 

（Instructor） 
藤井 満里子(FUJII MARIKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMP2663 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
・2016 年度以降 1 年次入学者対象科目 定員 15 名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

Students will learn the basics of education through service; work together with students from Japanese, Korean, and Philippine 

universities; and learn about communities in the Manila area while participating in meaningful service projects. 

 

授業の内容（Course Contents） 

Pre-departure sessions will introduce service learning and the social situations of communities in Manila. In the Philippines, 

students will join with Japanese, Korean, and Philippine students, and after orientation sessions they will work together with 

partner communities with which Trinity University of Asia (TUA Quezon City, Manila) has developed a service and education 

relationship. Volunteer work will be with preschools, centers for street children, medical facilities, and the like. Meaningful 

engagement will lead to understanding of local communities and work with them and with Philippine teachers and students to 

develop mutually beneficial interactions. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Preliminary Session - #1 Oct.18 (thu) 18:30-20:00 

2. Preliminary Session - #2 Nov.22 (thu) 18:30-20:00 

3. Preliminary Session - #3 Dec.20 (thu) 18:30-20:00 

4. Preliminary Session - #4 Jan.17 (thu) 18:30-20:00 

5. Service Learning Program (15 days) 

Manila, Philippines, Trinity University 

6. Program orientation and Service Learning lectures 

7. Volunteer work days in the community 

8. Volunteer work days in the community 

9. Volunteer work days in the community 

10. Volunteer work days in the community 

11. Volunteer work days in the community 

12. Volunteer work days in the community 

13. Volunteer work days in the community 

14. Final presentations 

15. Follow-up and reflection Session (1 time) 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

It is recommended that students have a score of 400 or above on TOEIC®, and that they have completed Zenkari English 

classes. 

Students will read texts given about service learning any about the local communities, and will also write a journal of their 

activities. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(25%)/Participation(25%)/Group Project(25%)/Assignments(25%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 逸見・原田・藤枝＋RSLセンター、2017 年 4 月、『リベラルアーツとしてのサービスラーニングーシティズンシップを耕す教育

ー』、北樹出版 (ISBN:978-4-7793-0530-6) 

 

参考文献（Readings） 

Prints of selected readings will be given. 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

・履修希望者は、履修登録に関する「事前説明会」のいずれか 1 回に出席してください。なお、出席できない場合はＲＳＬセンター
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に申し出てください。 

 

＜事前説明会＞ 

 6 月 26 日(火) 12:20～13:10  池袋キャンパス 5 号館 5323教室 

 7 月 4 日(水) 12:20～13:10  新座キャンパス 2 号館 N224 教室 

 

・抽選登録の結果、履修が確定した者は、9 月 30 日(日)までに「志望動機(500 字程度)」を作成し、Blackboard により科目担当者

に提出すること。 

・授業は「事前・事後学習」(池袋キャンパス)＋「学外活動」(14 泊 15 日/フィリピン・マニラ)で行われ、全日程に参加しなければな

らない。 

 

① 事前学習：第 1 回 10 月 18日（木）18:30～20:00 池袋キャンパス 5 号館 5304 教室 

          第 2 回 11 月 22 日（木）18:30～20:00 池袋キャンパス 5 号館 5304 教室 

             第 3 回 12月 20 日（木）18:30～20:00 池袋キャンパス 5 号館 5304 教室 

              第 4 回 1月 17 日（木）18:30～20:00 池袋キャンパス 5 号館 5304 教室 

② 学外活動(フィールドワーク)：2019 年 2 月 9 日（土）～2 月 23日（土） フィリピン・マニラ 

③ 事後学習：1 回 追って指示する。 

 

・履修登録者(参加者)は、学外活動にかかる参加費及び往復航空券代として 185,000 円程度(宿泊費・保険料を含む)が必要とな

る。履修登録完了後、参加費納入等、学外実習(フィールドワーク)に関する手続きについては、立教トラベルプラザ経由で行う。

また、参加費とは別に、活動地までの往復交通費(集合地：成田空港)は自己負担となる。 

・原則として、履修登録後の辞退は認められない。やむを得ない理由で辞退を申し出る場合には、一定の手続きを経る必要があ

る。辞退が認められた場合でも、キャンセル料が発生する。 

・授業についての指示、参加費納入案内等は、Blackboardを使用する。使用方法は各自で習熟しておくこと。 

・定期健康診断を受診すること。 

・この科目は、立教サービスラーニング（ＲＳＬ）科目群のひとつである。 

 

注意事項（Notice） 
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■FV532 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

ＲＳＬ－プロジェクト・プランニング 

(Rikkyo Service Learning Project Planning) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
フィールドに出て、自ら社会の課題を考える 

担当者名 

（Instructor） 
藤井 満里子(FUJII MARIKO) 

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） 
CMP2660 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
・2016 年度以降 1 年次入学者対象科目 定員 50 名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

この科目は立教サービスラーニング（ＲＳＬ）科目のひとつです。 

本授業では、様々な状況のなかで生きている人たちと活動を共にすることをとおして、いのちのあり方や生き方を学ぶとともに、

受講生自身が社会の一員であることを改めて自覚し、大学生としてすべきこと、これから先の人生の中でできることを深く考える

ことを目的としています。そのために、大学内の授業に加えて、大学外の国内および国外の多様な活動先からひとつを選び、そこ

での活動を通じて現代社会が抱える諸課題への理解と関心を深めることを目指します。 

そしてこの授業をとおして、シティズンシップ(市民性)、すなわち責任ある市民としての意識、感受性、行動力を養い、将来のキャ

リア形成を考える一助とすることを目標とします。  

 

授業の内容（Course Contents） 

大学（池袋キャンパス）での事前・事後学習の他に、学外の活動先における活動が夏季休業期間中に 5 日間（国外は 14 日間）

あります。履修にあたっては、これら全日程に参加する必要があります。 

 

【活動先領域】 

１．社会的に弱い立場にある人々（「小さくされた者」）を支える活動先（「共にあること」のフィールド） 

２．新しい公共性を創造する活動の活動先（「共に参加し、創ること」のフィールド） 

３．.現代社会の見えにくい社会的課題に取り組んでいる活動先（「問題を可視化すること」のフィールド） 

※陸前高田地域をフィールドとした「RSLローカル（陸前高田）」は、2018 年度は本科目の中で展開する。 

履修者は、下記に示す国内の＜A＞からの団体（東京都、宮城県、岩手県）、または国外＜J＞のインドネシアのいずれかで社会

的実践活動を行います。活動先となる団体や機関の選択については、履修登録が決定後、授業（事前学習）の中で、活動先の希

望届を提出し、担当者がマッチングを行ったうえで決定します。 

 

※留意点※ 

①活動先は各自の希望をもとにマッチングにより決定しますので、必ずしも第 1 希望になるとは限りません。 

②履修登録後の履修辞退はできません。 

各団体・機関の詳細、活動内容、人数、備考（条件等）の詳細については、以下のとおりです。なお、学外での活動は 8 月 1 日

（水）～8 月 31 日（金）の間、団体・機関ごとの定められた期間で行います。別途配布の『履修の手引き・プログラムの概要』で必

ず確認をしてください。 

 

【団体・機関（活動先所在地）／＜活動先領域＞／人数／活動内容 備考（条件等）】 

 

①A（東京都中央区）／＜1＞／5 名／病院内での患者の QOLを高めるための多様な活動／院内感染予防のため、「麻疹・水

痘・風疹・おたふくかぜ」の免疫の有無を確認し、提出する必要があります（抗体検査結果・予防接種の実施）。抗体検査は

15,000 円程度（医療機関によって異なります。立教学院診療所（4 月 11 日、13 日）でも検査可能、10,800 円） 

 

②B（東京都新宿区）／＜2＞／2 名／東京エリアの団体・機関とのネットワーク作り、ボランティア・市民活動の推進、支援 

 

③C（東京都新宿区、豊島区等）／＜2＞／8 名／生活協同組合系事業、社会的弱者支援、市民自治／受入団体の活動および、

そこから紹介される生活協同組合での活動 

 

④D(東京都中央区)／＜3＞／4名／子どもの学習支援、各種プログラムの企画・運営 

 

⑤E(東京都荒川区)／＜3＞／2名／外国にルーツを持つ子どもたちの教育支援、多文化理解 

 

⑥F（東京都武蔵村山市）／＜3＞／5 名／環境保護、環境教育 

 

⑦Ｇ（東京都西東京市）／＜1、3＞／2 名／高齢者支援、介護・地域支援 

 

⑧Ｈ（宮城県気仙沼市）／＜2＞／5 名／まちづくり、地域協育、移住推進、若者支援 
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⑨I（岩手県陸前高田市）／＜2＞／5 名／まちづくりへの提案活動、地域支援 

 

⑩J（東京都港区）／＜国外＞／8 名／インドネシアでの 15 日間の低所得者層の子どもたちに向けた教育ワークショップ・プログ

ラム／参加費用（往復航空券代、保険料）は、16 万円程度 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション、社会の多様なフィールドを知る。活動先・内容の紹介、活動に向けての事前学習（1） 

2. 活動に向けての事前学習（2） 

3. 活動に向けての事前学習（3） 

4. 活動に向けての事前学習（4） 

5. 活動に向けての事前学習（5） 

6. 活動に向けての事前学習（6） 

7. 各自が選択したフィールドでの活動(1)  

8. 各自が選択したフィールドでの活動(2)  

9. 各自が選択したフィールドでの活動(3)  

10. 各自が選択したフィールドでの活動(4)  

11. 各自が選択したフィールドでの活動(5)  

12. 各自が選択したフィールドでの活動(6)  

13. 各自が選択したフィールドでの活動(7)  

14. 各自が選択したフィールドでの活動(8)  

15. 事後学習 

・活動の振り返りと総括 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

・活動先がおこなっている活動の内容や社会的意義について、紹介する文献などをもとにして十分に理解を深めておいてくださ

い。 

・活動中は、事前学習の内容および文献をとおした学びと活動体験を照らし合わせて自分の活動について振り返ってください。  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

活動先での活動(50%)/事前・事後学習への積極的な参加(20%)/活動報告書(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 逸見・原田・藤枝編著 立教大学 RSLセンター編集、2017年 4 月、『リベラルアーツとしてのサービスラーニングーシティズン

シップを耕す教育ー』、北樹出版 (ISBN:978-4-7793-0530-6) 

 

参考文献（Readings） 

授業時に紹介します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

・履修希望者は、履修登録に関する「事前説明会」のいずれか 1 回に出席してください。なお、出席できない場合はＲＳＬセンター

に必ず申し出てください。 

＜事前説明会＞ 

4 月 2 日（月）12:00～13:00 池袋キャンパス 10 号館 X206 教室 

4 月 3 日（火）12:00～13:00 新座キャンパス 2 号館 N214 教室 

4 月 4 日（水）12:00～13:00 新座キャンパス 2 号館 N213 教室 

4 月 5 日（木）12:00～13:00 池袋キャンパス 10 号館 X206 教室 

 

 

・授業は「事前・事後学習」（池袋キャンパス）＋「学外活動」で行われ、全日程に参加しなければなりません。 

①事前学習（6 回実施予定）については、初回授業時（4 月 17 日（火）5 限 5401 教室）に指示します。 

※春学期火曜日 5 限に他の科目を登録しないように注意してください。 

②事後学習：1 回 追って指示する。 

 

・履修登録者（参加者）は、学外活動にかかる保険料が必要になります（国内 1,500 円程度、国外 10,000 円程度）。 

・履修登録完了後、参加費納入等、学外活動（フィールドワーク）に関する手続きについては、立教トラベルプラザ経由で行いま

す。また、国内の場合、活動地までの往復交通費は自己負担となります。なお、国外フィールド（「授業の内容」の【団体・機関】

⑩）は、立教大学グローバル奨学金適用科目となります（奨学金申請は 6 月上旬から中旬（予定）。詳細は 4 月以降、学生部奨

学金ホームページ参照してください）。 

 

■活動先 H（気仙沼市） 

・履修登録者（参加者）は、学外活動にかかる参加費として 3 万円前後（宿泊費・保険料等を含む）が必要となります。履修登録

完了後、参加費納入等、学外活動（フィールドワーク）に関する手続きについては、立教トラベルプラザ経由で行います。また、参
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加費とは別に、活動地までの往復交通費（集合地：JR気仙沼駅）及び食費は自己負担となります。 

 

■活動先 I（陸前高田市） 

・履修登録者（参加者）は、学外活動にかかる参加費として 3 万円前後（宿泊費・保険料等を含む）が必要となります。履修登録

完了後、参加費納入等、学外活動（フィールドワーク）に関する手続きについては、立教トラベルプラザ経由で行います。また、参

加費とは別に、活動地までの往復交通費（集合地：JR小友駅）及び食費は自己負担となります。 

 

・履修登録後の履修辞退は一切認められません。やむを得ない理由で辞退を申し出る場合には、一定の手続きを経る必要があ

ります。辞退が認められた場合でも、キャンセル料が発生します。 

・授業についての指示、参加費納入案内等は、Blackboardを使用します。使用方法は各自で習熟しておいてください。 

・定期健康診断を必ず受診してください。 

・この科目は、立教サービスラーニング（ＲＳＬ）科目群のひとつです。 

 

注意事項（Notice） 

・活動団体・機関によっては、上記授業内容の備考欄に記されているように別途活動参加条件があります。 
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■FV536 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

ＲＳＬ－３ 

(Rikkyo Service Learning-3) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Rikkyo Service Learning Program in the Philippines 

担当者名 

（Instructor） 
藤井 満里子(FUJII MARIKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall 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） 
2012～2015 年度 1 年次入学者対象科目 定員 15 名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

Students will learn the basics of education through service; work together with students from Japanese, Korean, and Philippine 

universities; and learn about communities in the Manila area while participating in meaningful service projects. 

 

授業の内容（Course Contents） 

Pre-departure sessions will introduce service learning and the social situations of communities in Manila. In the Philippines, 

students will join with Japanese, Korean, and Philippine students, and after orientation sessions they will work together with 

partner communities with which Trinity University of Asia (TUA Quezon City, Manila) has developed a service and education 

relationship. Volunteer work will be with preschools, centers for street children, medical facilities, and the like. Meaningful 

engagement will lead to understanding of local communities and work with them and with Philippine teachers and students to 

develop mutually beneficial interactions. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Preliminary Session - #1 Oct.18 (thu) 18:30-20:00 

2. Preliminary Session - #2 Nov.22 (thu) 18:30-20:00 

3. Preliminary Session - #3 Dec.20 (thu) 18:30-20:00 

4. Preliminary Session - #4 Jan.17 (thu) 18:30-20:00 

5. Service Learning Program (15 days) 

Manila, Philippines, Trinity University 

6. Program orientation and Service Learning lectures 

7. Volunteer work days in the community 

8. Volunteer work days in the community 

9. Volunteer work days in the community 

10. Volunteer work days in the community 

11. Volunteer work days in the community 

12. Volunteer work days in the community 

13. Volunteer work days in the community 

14. Final presentations 

15. Follow-up and reflection Session (1 time) 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

It is recommended that students have a score of 400 or above on TOEIC®, and that they have completed Zenkari English 

classes. 

Students will read texts given about service learning any about the local communities, and will also write a journal of their 

activities. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(25%)/Participation(25%)/Group Project(25%)/Assignments(25%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 逸見・原田・藤枝＋RSLセンター、2017 年 4 月、『リベラルアーツとしてのサービスラーニングーシティズンシップを耕す教育

ー』、北樹出版 (ISBN:978-4-7793-0530-6) 

 

参考文献（Readings） 

Prints of selected readings will be given. 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

・履修希望者は、履修登録に関する「事前説明会」のいずれか 1 回に出席してください。なお、出席できない場合はＲＳＬセンター
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に申し出てください。 

 

＜事前説明会＞ 

 6 月 26 日(火) 12:20～13:10  池袋キャンパス 5 号館 5323教室 

 7 月 4 日(水) 12:20～13:10  新座キャンパス 2 号館 N224 教室 

 

・抽選登録の結果、履修が確定した者は、9 月 30 日(日)までに「志望動機(500 字程度)」を作成し、Blackboard により科目担当者

に提出すること。 

・授業は「事前・事後学習」(池袋キャンパス)＋「学外活動」(14 泊 15 日/フィリピン・マニラ)で行われ、全日程に参加しなければな

らない。 

 

① 事前学習：第 1 回 10 月 18日（木）18:30～20:00 池袋キャンパス 5 号館 5304 教室 

          第 2 回 11 月 22 日（木）18:30～20:00 池袋キャンパス 5 号館 5304 教室 

             第 3 回 12月 20 日（木）18:30～20:00 池袋キャンパス 5 号館 5304 教室 

              第 4 回 1月 17 日（木）18:30～20:00 池袋キャンパス 5 号館 5304 教室 

② 学外活動(フィールドワーク)：2019 年 2 月 9 日（土）～2 月 23日（土） フィリピン・マニラ 

③ 事後学習：1 回 追って指示する。 

 

・履修登録者(参加者)は、学外活動にかかる参加費及び往復航空券代として 185,000 円程度(宿泊費・保険料を含む)が必要とな

る。履修登録完了後、参加費納入等、学外実習(フィールドワーク)に関する手続きについては、立教トラベルプラザ経由で行う。

また、参加費とは別に、活動地までの往復交通費(集合地：成田空港)は自己負担となる。 

・原則として、履修登録後の辞退は認められない。やむを得ない理由で辞退を申し出る場合には、一定の手続きを経る必要があ

る。辞退が認められた場合でも、キャンセル料が発生する。 

・授業についての指示、参加費納入案内等は、Blackboardを使用する。使用方法は各自で習熟しておくこと。 

・定期健康診断を受診すること。 

・この科目は、立教サービスラーニング（ＲＳＬ）科目群のひとつである。 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 1141 - 

■FV537 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

ＲＳＬ－４ 

(Rikkyo Service Learning-4) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
フィールドに出て、自ら社会の課題を考える 

担当者名 

（Instructor） 
藤井 満里子(FUJII MARIKO) 

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） 
2012～2015 年度 1 年次入学者対象科目 定員 50 名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

この科目は立教サービスラーニング（ＲＳＬ）科目のひとつです。 

本授業では、様々な状況のなかで生きている人たちと活動を共にすることをとおして、いのちのあり方や生き方を学ぶとともに、

受講生自身が社会の一員であることを改めて自覚し、大学生としてすべきこと、これから先の人生の中でできることを深く考える

ことを目的としています。そのために、大学内の授業に加えて、大学外の国内および国外の多様な活動先からひとつを選び、そこ

での活動を通じて現代社会が抱える諸課題への理解と関心を深めることを目指します。 

そしてこの授業をとおして、シティズンシップ(市民性)、すなわち責任ある市民としての意識、感受性、行動力を養い、将来のキャ

リア形成を考える一助とすることを目標とします。  

 

授業の内容（Course Contents） 

大学（池袋キャンパス）での事前・事後学習の他に、学外の活動先における活動が夏季休業期間中に 5 日間（国外は 14 日間）

あります。履修にあたっては、これら全日程に参加する必要があります。 

 

【活動先領域】 

１．社会的に弱い立場にある人々（「小さくされた者」）を支える活動先（「共にあること」のフィールド） 

２．新しい公共性を創造する活動の活動先（「共に参加し、創ること」のフィールド） 

３．.現代社会の見えにくい社会的課題に取り組んでいる活動先（「問題を可視化すること」のフィールド） 

※陸前高田地域をフィールドとした「RSLローカル（陸前高田）」は、2018 年度は本科目の中で展開する。 

履修者は、下記に示す国内の＜A＞からの団体（東京都、宮城県、岩手県）、または国外＜J＞のインドネシアのいずれかで社会

的実践活動を行います。活動先となる団体や機関の選択については、履修登録が決定後、授業（事前学習）の中で、活動先の希

望届を提出し、担当者がマッチングを行ったうえで決定します。 

 

※留意点※ 

①活動先は各自の希望をもとにマッチングにより決定しますので、必ずしも第 1 希望になるとは限りません。 

②履修登録後の履修辞退はできません。 

各団体・機関の詳細、活動内容、人数、備考（条件等）の詳細については、以下のとおりです。なお、学外での活動は 8 月 1 日

（水）～8 月 31 日（金）の間、団体・機関ごとの定められた期間で行います。別途配布の『履修の手引き・プログラムの概要』で必

ず確認をしてください。 

 

【団体・機関（活動先所在地）／＜活動先領域＞／人数／活動内容 備考（条件等）】 

 

①A（東京都中央区）／＜1＞／5 名／病院内での患者の QOLを高めるための多様な活動／院内感染予防のため、「麻疹・水

痘・風疹・おたふくかぜ」の免疫の有無を確認し、提出する必要があります（抗体検査結果・予防接種の実施）。抗体検査は

15,000 円程度（医療機関によって異なります。立教学院診療所（4 月 11 日、13 日）でも検査可能、10,800 円） 

 

②B（東京都新宿区）／＜2＞／2 名／東京エリアの団体・機関とのネットワーク作り、ボランティア・市民活動の推進、支援 

 

③C（東京都新宿区、豊島区等）／＜2＞／8 名／生活協同組合系事業、社会的弱者支援、市民自治／受入団体の活動および、

そこから紹介される生活協同組合での活動 

 

④D(東京都中央区)／＜3＞／4名／子どもの学習支援、各種プログラムの企画・運営 

 

⑤E(東京都荒川区)／＜3＞／2名／外国にルーツを持つ子どもたちの教育支援、多文化理解 

 

⑥F（東京都武蔵村山市）／＜3＞／5 名／環境保護、環境教育 

 

⑦Ｇ（東京都西東京市）／＜1、3＞／2 名／高齢者支援、介護・地域支援 

 

⑧Ｈ（宮城県気仙沼市）／＜2＞／5 名／まちづくり、地域協育、移住推進、若者支援 
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⑨I（岩手県陸前高田市）／＜2＞／5 名／まちづくりへの提案活動、地域支援 

 

⑩J（東京都港区）／＜国外＞／8 名／インドネシアでの 15 日間の低所得者層の子どもたちに向けた教育ワークショップ・プログ

ラム／参加費用（往復航空券代、保険料）は、16 万円程度 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション、社会の多様なフィールドを知る。活動先・内容の紹介、活動に向けての事前学習（1） 

2. 活動に向けての事前学習（2） 

3. 活動に向けての事前学習（3） 

4. 活動に向けての事前学習（4） 

5. 活動に向けての事前学習（5） 

6. 活動に向けての事前学習（6） 

7. 各自が選択したフィールドでの活動(1)  

8. 各自が選択したフィールドでの活動(2)  

9. 各自が選択したフィールドでの活動(3)  

10. 各自が選択したフィールドでの活動(4)  

11. 各自が選択したフィールドでの活動(5)  

12. 各自が選択したフィールドでの活動(6)  

13. 各自が選択したフィールドでの活動(7)  

14. 各自が選択したフィールドでの活動(8)  

15. 事後学習 

・活動の振り返りと総括 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

・活動先がおこなっている活動の内容や社会的意義について、紹介する文献などをもとにして十分に理解を深めておいてくださ

い。 

・活動中は、事前学習の内容および文献をとおした学びと活動体験を照らし合わせて自分の活動について振り返ってください。  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

活動先での活動(50%)/事前・事後学習への積極的な参加(20%)/活動報告書(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 逸見・原田・藤枝編著 立教大学 RSLセンター編集、2017年 4 月、『リベラルアーツとしてのサービスラーニングーシティズン

シップを耕す教育ー』、北樹出版 (ISBN:978-4-7793-0530-6) 

 

参考文献（Readings） 

授業時に紹介します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

・履修希望者は、履修登録に関する「事前説明会」のいずれか 1 回に出席してください。なお、出席できない場合はＲＳＬセンター

に必ず申し出てください。 

＜事前説明会＞ 

4 月 2 日（月）12:00～13:00 池袋キャンパス 10 号館 X206 教室 

4 月 3 日（火）12:00～13:00 新座キャンパス 2 号館 N214 教室 

4 月 4 日（水）12:00～13:00 新座キャンパス 2 号館 N213 教室 

4 月 5 日（木）12:00～13:00 池袋キャンパス 10 号館 X206 教室 

 

 

・授業は「事前・事後学習」（池袋キャンパス）＋「学外活動」で行われ、全日程に参加しなければなりません。 

①事前学習（6 回実施予定）については、初回授業時（4 月 17 日（火）5 限 5401 教室）に指示します。 

※春学期火曜日 5 限に他の科目を登録しないように注意してください。 

②事後学習：1 回 追って指示する。 

 

・履修登録者（参加者）は、学外活動にかかる保険料が必要になります（国内 1,500 円程度、国外 10,000 円程度）。 

・履修登録完了後、参加費納入等、学外活動（フィールドワーク）に関する手続きについては、立教トラベルプラザ経由で行いま

す。また、国内の場合、活動地までの往復交通費は自己負担となります。なお、国外フィールド（「授業の内容」の【団体・機関】

⑩）は、立教大学グローバル奨学金適用科目となります（奨学金申請は 6 月上旬から中旬（予定）。詳細は 4 月以降、学生部奨

学金ホームページ参照してください）。 

 

■活動先 H（気仙沼市） 

・履修登録者（参加者）は、学外活動にかかる参加費として 3 万円前後（宿泊費・保険料等を含む）が必要となります。履修登録

完了後、参加費納入等、学外活動（フィールドワーク）に関する手続きについては、立教トラベルプラザ経由で行います。また、参
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加費とは別に、活動地までの往復交通費（集合地：JR気仙沼駅）及び食費は自己負担となります。 

 

■活動先 I（陸前高田市） 

・履修登録者（参加者）は、学外活動にかかる参加費として 3 万円前後（宿泊費・保険料等を含む）が必要となります。履修登録

完了後、参加費納入等、学外活動（フィールドワーク）に関する手続きについては、立教トラベルプラザ経由で行います。また、参

加費とは別に、活動地までの往復交通費（集合地：JR小友駅）及び食費は自己負担となります。 

 

・履修登録後の履修辞退は一切認められません。やむを得ない理由で辞退を申し出る場合には、一定の手続きを経る必要があ

ります。辞退が認められた場合でも、キャンセル料が発生します。 

・授業についての指示、参加費納入案内等は、Blackboardを使用します。使用方法は各自で習熟しておいてください。 

・定期健康診断を必ず受診してください。 

・この科目は、立教サービスラーニング（ＲＳＬ）科目群のひとつです。 

 

注意事項（Notice） 

・活動団体・機関によっては、上記授業内容の備考欄に記されているように別途活動参加条件があります。



 

  



 

 

 

 


