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■FA001 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

聖書と人間                       新座(Niiza) 

(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り、考える。 

担当者名 

（Instructor） 
土居 由美(DOI 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） 

【2020 年 3 月 31 日付変更】（変更理由：時間割変更のため） 

曜日時限： 木曜日(Thu) ４時限→木曜日(Thu) ５時限 

 

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。これらを通して、自身が生きる上での様々な事柄や課題を考える時、聖書を手掛かりとすることも出来るよ

うになることを目指す。 

 

Acquire basic knowledge of the Bible and examine how to read and interpret the Bible. Also, learn about the relationships 

between the Bible and history and social and cultural events. Through this learning, students will aim to learn how to use the 

Bible as a clue when considering various things and problems in their own lives. 

 

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

述された諸思想とそれらの意味について考察を深める他，聖書が特定の宗教を超えて様々な文化事象に影響を及ぼしてきたと

いう視座を養うことを大切にする。授業では適宜視聴覚教材を補助的に用いる。 

 

Students will read a few selected texts while knowing the basic composition of the Bible and its history, and how to approach 

the Bible from multiple perspectives. At that time, it is important that students cultivate the view that the Bible has influenced 

various cultural events beyond a particular religion, as well as deepening the discussion of the various ideas it describes and 

their meanings. Audiovisual course materials will be used in classes as appropriate. 

 

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・読み方について 

3. 聖書本文の読解と考察① 

（基本的人間観・世界観・死生観・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・世界観・死生観・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・世界観・死生観・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を通して、考える） 

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を通して、考える） 

12. 聖書テクストの読解と考察⑩ 

（「ヨハネ福音書」「ヨハネの手紙」「パウロの書簡」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 

（法と愛の相克・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） 
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〔予習〕次回の講義で取り上げるテーマ・聖書の箇所について、配布テキストに前もって目を通し、また出来る範囲で下調べをして

おいて下さい。 

〔復習〕各講義で取り上げたテーマ・聖書の箇所について自ら再考してください。その際、期末レポート試験のテーマとして何を選

択するかという観点も含めて再考することを推奨します。期末レポート試験では、講義内容から各自テーマを設定してレポート作

成をすることとなります。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(70%)/リアクションペーパーへのコメント等授業への参加度(30%) 

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

 

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します。 

 

参考文献（Readings） 

授業中に適宜提示します。 

 

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(Niiza) 

(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。 

 

What role does archeology play in understanding of the Bible as a religious document? What has the Biblical faith made influence 

to archaeological research? Tracing the history of Biblical archaeology , we will look forward to the future of the studies and 

researches of Bible, archaeology, and ancient western Asian history. 

 

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。 

 

We will examine the relationship between Bible thought, Israeli history research, and archaeological research from various points 

of view. We will also deepen our knowledge about each field. 

 

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 旧約編』を学期中に各自通読すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report 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. 山我哲雄、2013、『一神教の起源』、筑摩書房 (ISBN:978-4-480-01581-5) 

3. 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) 

4. 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) 

2020 年 9 月 4 日付変更（変更理由：品切のため以下のテキスト情報を削除） 

【変更前】著者名：山我哲雄、書籍名：『聖書時代史<旧約篇>(岩波現代文庫) 』、出版社：岩波書店、出版年：2003 年、ISBN:978-

4006000981 

 

参考文献（Readings） 

1. Raphael Greenberg. 2020. The Archaeology of the Bronze Age Levant : From Urban Origins to the Demise of City-States, 
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3700-1000 BCE. CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS (ISBN:9781107111462) 

2. Jonathan S. Greer et al. 2018. Behind the Scenes of the Old Testament: Cultural, Social, and Historical Contexts. Baker 

Academic (ISBN:978-0801097751) 

3. Mario Liverani. 2014. The Ancient Near East: History, Society and Economy. Routledge (ISBN:9780415679060) 

4. William H. Stiebing Jr.. 2017. Ancient Near Eastern History and Culture. Routledge (ISBN:978-1138082403) 

5. Michael D. Coogan. 2012. A Reader of Ancient Near Eastern Texts: Sources for the Study of the Old Testament. Oxford Uni 

Press (ISBN:978-0195324921) 

6. I・フィンケル、2018、『ノアの箱舟の真実──「大洪水伝説」をさかのぼる』、明石書店 (ISBN:978-4750346083) 

7. E・クライン. 2018. B.C.1177. 筑摩書房 (ISBN:978-4480858160) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

本科目は、担当教員の実務経験、または実務に従事するゲスト・スピーカーの招聘講義等を活かした授業である。 
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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(Niiza) 

(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（The basic knowledge of Islam and Muslim 

societies) 

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、ムスリム社会が古

くから継承する文化や、現代における諸問題を理解することを目指す。 

 

In this course, we will first learn the fundamental values of Islam shared by muslims around the world, and then aim to learn 

about the cultures historically inherited and various contemporary problems in Muslim societies. 

 

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。本授業は、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。  

 

The knowledge and understanding of Islam are essential items for people living in the modern world. This course introduces the 

basic knowledge of Islam and explains the aspects of Muslim social life from various angles. The lecture format will be based on 

PowerPoint, and we will use video materials and actual materials as appropriate. The order and content of the classes may 

change slightly depending on the progress. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イスラーム世界の歴史 

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. イスラームの美術 

5. イスラームの建築 

6. イスラームと音楽 

7. イスラームの儀礼行為 

8. ユダヤ教、キリスト教、イスラーム 

9. 映画で学ぶイスラームの世界（１） 

10. パレスチナ問題とイスラームの世界 

11. 映画で学ぶイスラームの世界（２） 

12. アラブの春とイスラーム主義 

13. シーア派とスンナ派 

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、授業で紹介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%)/授業態度、コメントペーパー、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. 大川玲子、2018、『クルアーン：神の言葉を誰が聞くのか』、慶応義塾大学出版会 (ISBN:978-4766425550) 

2. 岡真理、2018、『ガザに地下鉄が走る日』、みすず書房 (ISBN:978-4622087472) 

その他の参考文献は、各回の授業時に紹介する。 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FA005 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

「宗教」とは何か                    新座(Niiza) 

(What is religion?) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
宗教学的思考を身につける 

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。 

 

We will aim to be sensitive to the word "religion" through a multi-dimensional examination of the concept and term of "religion", 

and genealogical consideration. 

 

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 世紀後半以降の宗教研究

の流れを紹介しながら、「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。 

 

This class is not a commentary on individual religions, but a reflection on the concept and the term of "religion". Specifically, 

introducing the flow of religious studies since the late 19th century, we would like to consider the position of "knowing about 

religion," rather than "believing" or "moving away from" it. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. はじめに： 宗教学の言説空間。日本は本当に「無宗教」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）： 宗教起源論その１ 

5. 「宗教」はどのように研究されてきたか（２）： 宗教起源論その２ 

6. 「宗教」はどのように研究されてきたか（３）： 神観念について 

7. レヴィ=ストロースによる問題提起 

8. マギア（呪術、魔術、魔法）論 

9. 時間と空間をめぐって 

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 世紀の神話学その１ 

12. 神話をいかに解釈するか（３） 20 世紀の神話学その２ 

13. 儀礼論 

14. 贈与論 

 

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

ブックリストの本を一冊でも多く読むこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(70%)/中間レポート(30%) 

【変更前】筆記試験(Written Exam)70%, 平常点(In-class Points)30% (中間レポート 30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

毎回レジュメを配布し授業を行う。 

 

参考文献（Readings） 

講義のなかで指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

教員作成のブックリスト 

https://ameblo.jp/pettazzoniano/entry-12476646103.html 
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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(Niiza) 

(Contemporary Society and Humanity) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
教育問題の社会学 

担当者名 

（Instructor） 
越川 葉子(KOSHIKAWA 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） 
CMP2100 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

不登校やいじめ問題などを中心に、学校問題の社会問題化が学校教育のあり方にどのような影響を与えてきたのかを、教育社

会学の視点から基本的な概念や知識を学習することを目標とする。 

 

The aim is for students to learn basic concepts and knowledge from the perspective of sociology of education, focusing on 

truancy and bullying problems, and how the social problems of school problems have influenced the way of school education. 

 

授業の内容（Course Contents） 

いじめや不登校、体罰などの学校問題は、メディアで取り上げられ、社会問題になるたびに、学校教育のあり方に影響を与えてき

た。その影響は、教育政策から学校の日常的な実践レベルまで幅広い。この授業では、学校問題の歴史的な変遷をたどりなが

ら、学校や教師に期待される社会的な役割の変容を見ていく。また、授業の後半では、今日的な学校教育の問題として浮上して

きた「小１プロブレム」の背景にある就学前教育と学校教育の違いについても目を向けていく。 

 

School problems such as bullying, truancy, and corporal punishment are taken up in the media, and have affected the way of 

school education every time they become social problems. Their impact is large, ranging from educational policy to the daily 

practice level at schools. In this class, we will look at the transformation of social roles expected of schools and teachers while 

following historical changes in school problems. We will also look at the differences between pre-primary education and school 

education behind the "First Grader Problem" that has emerged as a problem in today's school education. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 教育と学校：これまでの学校体験を振り返る 

2. 学校問題の語られ方の変遷：問題の原因としての社会・学校・教師 

3. 学校に行かない子どもたちの歴史と現在：問題カテゴリーの変化が意味するもの 

4. いじめ問題の登場：いじめっ子といじめられっ子の問題から学級の問題へ 

5. いじめ問題の変遷：定義・統計・当事者の語り 

6. いじめ問題の現在：被害者ー加害者関係を再考する 

7. いじめ問題と学校の対応：学校現場のリアリティ 

8. 学校問題の射程の拡大：幼児教育から小学校教育への移行期への着目 

9. 人間の成長と社会化①：第一次的社会化と第二次的社会化 

10. 人間の成長と社会化②：就学前教育の諸相 

11. 人間の成長と社会化③：学校の社会化機能 

12. 人間の成長と社会化④：逸脱と医療化 

13. 人間の成長と社会化⑤：再社会化 

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） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/リアクションペーパーの提出(40%) 

【変更前】筆記試験(Written Exam)70％、 平常点(In-class Points)30％ 

 

テキスト（Textbooks） 

特になし 

 

参考文献（Readings） 

1. 北澤毅・間山広朗編著、2018、『教師のメソドロジー』、北樹出版 (ISBN:4779305799) 

2. 北澤毅編、2011、『＜教育＞を社会学する』、学文社 (ISBN:4762022152) 
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その他の参考文献も必要に応じて、適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

毎回、リアクション・ペーパーにて受講生の意見を集約する。 

パワーポイント等を使用した講義形式で、映像資料を適宜活用する。ただし、受講者人数に応じて授業形態は変更する可能性が

ある。 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 

 - 11 - 

■FA007 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

哲学への扉                       新座(Niiza) 

(Door to Philosophy) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
「理性」の位置づけの変遷 

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） 

伝統的に「理性」はどのように位置付けられてきたか、そしてその位置づけはどのように変遷してきたのかを知り、日常の様々な

場面で意識できるようにする。 

 

Students will get to know how ”reason” has been positioned, and how its position has changed, so that they can be aware in 

various everyday situations.  

 

授業の内容（Course Contents） 

理性を、単に自然を秩序化するだけでなく、自然に対し野蛮な支配力を振るうものでもあると解釈し直すに至った西洋思想の流

れを学ぶ。 

 

 

We will learn about the flow of Western thought  came to interpret reason as not merely ordering nature but also exerting a 

savage power over nature. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 理性＝徳＝幸福： ソクラテス 

3. 理性の正しい使用： デカルト 

4. 純粋理性（１）： カント 

5. 純粋理性（２）： カント 

6. 理性の狡知（１）： ヘーゲル 

7. 理性の狡知（２）： ヘーゲル 

8. 大いなる理性： ニーチェ 

9. 悲劇： ニーチェ 

10. ソクラテスのイロニー： ニーチェ 

11. 技術批判： ハイデガー 

12. 監視： フーコー 

13. 理性の野蛮性： アドルノ 

14. まとめ 

 

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

各回の授業で扱った問題について説明できるように自分なりにまとめ、次回の授業の予習としてください。 

 

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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■FA008 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

論理的思考法                      新座(Niiza) 

(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、現代の論理学についての基本的な理解を得ることである。 

 

The goal of this course is for students to gain a basic understanding of modern logic. 

 

授業の内容（Course Contents） 

授業は教科書をプリントアウトしたものを配布して、これにもとづいて行う。教科書にそって論理学の基本事項を説明していく。ま

た教科書には練習問題がついているので、これを解いてもらい、そのあとで答えの解説をする。成績は、授業時間内に小テストを

行い、これにもとづいて評価する。 

 

Classes will be based on distributing print outs from the textbook. We will explain the basics of logic from the textbook. Also, 

since the textbook contains practice questions, students will be asked to solve them and then we will explain the answers. 

Grades will be given based on the results of quizzes taken during classes. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 命題論理の論理式 

2. 全称と存在 

3. 集合と論理 

4. 第１回から第３回のまとめ 

5. 含意の証明 

6. 同値の証明 

7. 全称と存在の証明 

8. 第５回から第７回のまとめ 

9. 自然演繹とは 

10. 含意と否定の規則 

11. 背理法の規則 

12. 全称と存在の規則 

13. 述語論理の意味論 

14. 第９回から第１３回のまとめ 

 

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

授業で配布したプリントは捨てずに保管しておいて、教科書にのっている練習問題を何度も解きなおして、自分で問題を解けるよ

うにしておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

毎回課題を提出してもらい、この課題にもとづき評価する。(100%) 

【変更前】平常点１００％：小テスト（１）（３３％） 小テスト（２）（３３％） 小テスト（３）（３４％） 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 山田俊行、『はじめての数理論理学』、森北出版 

 

参考文献（Readings） 

1. 戸次大介、『数理論理学』、東京大学出版会 

2. 鹿島亮、『数理論理学』、朝倉書店 

3. 林晋、『数理論理学』、コロナ社 

4. 福山克、『数理論理学』、培風館 

5. 松本和夫、『数理論理学』、共立出版 

6. 田中一之、『数学基礎論講義』、日本評論社 
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7. 新井敏康、『数学基礎論』、岩波書店 

 

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(Niiza) 

(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。 

 

The purpose of this course is not for students to memorize terms related to education and philosophy, but for them to cultivate 

the ability to think and express their own opinions, that is, to "philosophize". Specifically, students will 1) Acquire knowledge not 

only by remembering "knowledge" but by developing the ability to question such "knowledge" and to raise issues to other 

people. 2) By rethinking the basic subject of "humans" from the basics, students will realize the importance and difficulty of 

thinking about something yourself and communicating it to other people, which is an important element in education. 

 

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。 

 

Education is not a unilateral transfer of knowledge. In the educational setting, the teacher learns various things through 

teaching, and a cyclical relationship is established between the teacher and those who are taught. In this lecture, in order for 

students to acquire education in such a cyclical way, they will learn the method of "philosophical anthropology" and practice it 

through the theme of "humans." 

 

When thinking about "humans," it is often assumed that they are decisively different from other "living creatures" in terms of 

language and social formation. On the other hand, according to science, "humans" in the evolutionary sense should be 

continuous with other living things. So, in this lecture, we will clarify what we have assumed without knowing by "philosophizing" 

about "humans" beyond the boundaries of humanities and science, and rethink "humans" again. It is important to think about 

the differences between "humans" and things like "robots" as well as the differences between "humans" and other "living 

things." 

 

At the beginning of each class, we will take up the issues identified from the previous class' reaction papers. In addition, after 

giving a brief explanation of the specialized content and terms in the class, students will discuss focused on the problems 

attached to the textbook. 

 

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 
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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） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/出席兼リアクションペーパーの内容(40%) 

原則として 4 回以上の欠席は単位修得を認めない。 

【変更前】筆記試験(Written Exam)60%, 平常点(In-class Points)40% (出席兼コメントペーパーの内容 40%) 

 

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） 

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(Niiza) 

(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） 
中村 陵 （NAKAMURA 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） 
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） 

敗戦から現在までの日本の戦後史の流れを把握し、当時の日本社会の実態を理解すると同時に、現在の日本社会の諸問題に

ついて歴史的視点から関心を持つことができるようになることを目標とする。 

 

In this lecture, you will grasp the comprehensive history of postwar Japan and understand the actual situation of Japanese 

society at the time. The goal of the lecture is to be able to take an interest in the current issues in Japanese society from a 

historical perspective. 

 

授業の内容（Course Contents） 

本講義では敗戦から現在に至る戦後日本史を概観すると同時に、高度成長期に表出した日本社会の実態を多角的な視点から

検証してゆく。加えて、戦後の日本における政治や経済の構造・特質や、「消費」活動の特徴、社会運動などの戦後日本社会の

諸側面についても学び、戦後日本の理解を深めてゆく。 

 

This lecture will give an overview of postwar Japanese history from the defeat to the present and verify the actual situation of 

Japanese society from various perspectives during the high growth period. This lecture will also learn about various aspects of 

postwar Japanese society, such as structure and characteristics in politics and economy, characteristics of "consumption" 

activities, social movements, etc. Through this lecture, it will deepen understandings of postwar Japan. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 占領下の日本 

3. 占領下の社会（「誉れの子」から戦災孤児へ） 

4. 冷戦と講和 

5. 高度成長の時代 

6. 高度成長期の社会①（高度成長期の都市と地域） 

7. 高度成長期の社会②（女性労働者と家族） 

8. 高度成長期の社会③（学校教育の変遷） 

9. 経済大国への道 

10. 現代の日本・世界 

11. 戦後の日本社会①（政治的・経済的支配の構造と特質） 

12. 戦後の日本社会②（「消費」活動の特徴と変遷） 

13. 戦後の日本社会③（戦後社会運動の構造と変容） 

14. 戦後の日本社会④（戦後日本社会の分断と境界） 

 

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・レジュメは次回講義までに読み直して講義に臨むこと。 

・新聞、雑誌、テレビ、ラジオなどのメディアで取り上げられるニュースに関心を持ってあたるようにすること。 

・理解度を深めるため、講義中に紹介する参考文献を読むことが望ましい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(70%)/小レポート(Short Report)(30%) 

レポート試験(Report Exam)(70%)/小レポート(Short Report)(30%) 

2/3 以上の出席をしていない場合は，単位修得不可。(If you don't attend more than two-third in the lecture, you'll not be able 

to earn the credit.) 

【変更前】筆記試験(Written Exam)70%, 平常点(In-class Points)30% (レポート 30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特に指定しない。プリント・レジュメ等を講義中に適宜配布する。 
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参考文献（Readings） 

講義の中で適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

講義の進捗状況によっては講義内容を変更する場合がある。 

 

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(Niiza) 

(Door to Area Studies) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
「地域」という可能性 

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） 

 地域を捉えた学問的営為を回遊しながら、フィールドワークに基づいた地域研究に求められる知識・技術・態度・問題意識など

を学習する。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。 

 

You will learn the knowledge, skills, attitudes, awareness of issues, etc. required for area studies based on fieldwork. Develop 

the humanistic attitude that you can overcome something while respecting it rather than resigning yourself to the current 

situation. 

 

授業の内容（Course Contents） 

 人や情報の自在な移動・交流が可能になった現代に、「地域」という理解はいかに成立できるのだろうか。講義では、人間中心

主義と文化相対主義に影響された 20 世紀の技法と理解を捉え直すことで、現在的かつ妥当的な地域研究のあり方を考える。 

 

How can we establish understanding of "regions" in the present age, when people and information can freely move and 

interact？ In this course, we will reconsider the methods and understandings of the 20th century influenced by 

anthropocentrism and cultural relativism to consider the current and appropriate way of area studies. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス：講義のねらい 

2. 「地域」とは何か （視座の時代性と文化性） 

3. 「文化」「社会」と近代 （有機体論的理解の亡霊） 

4. フィールドワークと他者 （調査の暴力を超えるために） 

5. フィールドの知 （内省と変容の技法） 

6. 戦略としての「誌」 （翻訳的な理解と記述） 

7. インタールード：20 世紀的理解と地域像 

8. 「理解」という誤解 （文化相対主義の課題） 

9. 客体化される「伝統」 （多文化の政治性） 

10. 「状況」と「応答」 （存在・事象の過程と文脈） 

11. 理解の基盤はどこか （ヒューマニズム的人間観の限界） 

12. 地域の語り場 （存在論的理解の地平） 

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） 

 「学び」は他人が課す作業ではありません。講義内容の理解のために、自らの不足を補うことを自覚して復習に努めて下さい。

そこで生じた新たな疑問や関心についての研鑽があれば、それは発展的な学習になります。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

中間レポート〈授業前半分のレポート〉(40%)/最終レポート〈授業後半分のレポート〉(40%)/オンライン授業時の小課題・コメント・質

疑応答の内容・発展的学習の成果など(20%) 

2020.5.5 付変更【変更前】平常点(In-class Points) 100 ％ （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 (15%) 、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）は内容を吟味して加算点として考慮する(5%)） 

 

テキスト（Textbooks） 

使用しません。 

 

参考文献（Readings） 

授業時に紹介します。 



 

 - 19 - 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

◇ シラバスを熟読の上で履修してください。 

◇ オンライン授業では、Zoom によるリアルタイム配信と Blackboard および G suite による課題・資料の配信・掲示を組み合わせ

て運営する予定です。不慣れな状況に苦慮する機会は多いと思いますが、対面の授業とは異なる可能性を新たに構築できれば

と考えています。 

 

2020.5.5 付変更 

【変更前】 

シラバスを熟読の上で履修してください。 

授業は講義形式で、スライドや映像などの視聴覚資料を適宜利用します。 

教室では質疑・応答を交えてすすめるので、積極的な参加を期待します。 

受講者への連絡（テスト日程等）は大学ポータルサイト（Blackboard）を利用します。 

 

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(Niiza) 

(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。 

 

1. Understand multicultural situations in modern society. 

2. Learn the cultural peculiarities and commonality of individual societies through examples. 

 

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。 

 

In the lecture, we will first take a multicultural situation in the globalized society from a spatial perspective. Next, we will grasp 

the current situation of multicultural society through examples from all over the world and understand the differences and 

similarities between each. At that time, the keyword will be sightseeing, which is one of the characteristic phenomena of modern 

society. Specifically, the lectures will mainly focus on countries and regions such as Taiwan, Japan (Nippon), France, Guam, and 

Thailand. 

 

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） 

授業内で提示する毎回の課題提出(60%)/小レポート(40%) 

【変更前】筆記試験(Written Exam)100％ 

 

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)） 

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(Niiza) 

(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 

 

In this course, the aim is for students to acquire the following perspectives necessary to coexist with others in 21st century 

society where globalization is advancing. 

1. Revised perspective of the own-culture-centered attitude 

2. A cultural relativistic perspective that seeks to understand different cultures, recognizing that every culture has its own 

semantic system 

3. A perspective that respects one's own traditional culture (including embodied knowledge and traditional techniques) based on 

cultural relativism 

 

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。 

 

We naturally acquire the cultural values of the society we have grown up with and grasp different cultures through it. In this 

lecture, we will aim to start from becoming aware of such own-culture-centered thinking hidden in people, look at diverse 

cultures, and finally make relative and re-evaluate the fact that "common sense = normal behavior" in our own culture. In 

modern society where globalization is advancing and the need for "understanding different cultures" has been advocated, we 

would like students to learn cultural anthropology, which is the study of "knowing different cultures and making one's own 

culture relative." 

 

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

13. 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。 

14. 文化の多様性と普遍性：まとめにかえて。 
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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） 

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

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。 【変更前】筆記試験(Written 

Exam)70％，平常点(In-class Points)30％（リアクションペーパー30％） 

 

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。 

 

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(Niiza) 

(Root of Human Rights) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 

じぶんごととして、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」を問いなおそう 

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。 

 

In this class, the aim is that students become aware of gender and sexuality issues that bind us all on the premise of acquiring 

basic knowledge about human rights, especially "gender and human rights," and face issues in contemporary society with 

problem-awareness. 

 

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。 

 

Do you think that you have nothing to do with gender, such as "discrimination," and you don't need to think about 

discrimination or gender and sexuality? Gender and sexuality issues in modern society are at the point of being "invisible," and 

exist in various "educational" places such as school education, social education, and family education, etc. that we have all 

experienced so far and in daily life. And we grow up while "learning" those problems. In this class, the aim is that students first 

become aware of gender and sexuality issues that bind us, and then face issues in "society" with problem-awareness. 

 

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）「LGBT」=性の多様性？？？ 

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？～「炎上」と「人権」の関係性～ 

11. 「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～ 

12. 「まなざし」を問う （２）クィアペダゴジーと〈性〉 

13. 「まなざし」を問う （３）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） 

授業内で書いてもらうコメントや感想内容(35%)/中間課題(25%)/最終テスト(Final Test)(40%) 

受講者数を勘案して、個人・グループワークを取り入れる場合もあります。また、中間・最終課題は、知識の暗記ではなく、自分の

思考を整理し、論述すること求めます。 

 

テキスト（Textbooks） 
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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. 高橋哲哉、2012、『犠牲のシステム 福島・沖縄』、集英社 

3. 2015、『季刊セクシュアリティ 72 特集 性教育実践のためのキーワード 51』、エイデル研究所 

4. 渡辺大輔、2018、『性の多様性ってなんだろう? (中学生の質問箱)』、平凡社 (ISBN:4582837808) 

テキストや授業内で配布するレジュメ・資料は、中間・最終課題で利用していただきます。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. 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 

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 

5. パウロ・フレイレ、2011、『被抑圧者の教育学―新訳』、亜紀書房 

6. 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 

 

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「じぶんごと」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(Niiza) 

(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 

オンデマンド授業 

 

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。 

 

Through learning and experiencing deaf people and sign language, students will acquire new perspectives for thinking about 

symbiotic society. 

 

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。 

 

We will consider deaf people as language and cultural minorities, sign language as natural language, and look at the mechanisms 

and structures specifically. We also deal with the relationships between deaf people, sign language and society from the aspects 

of education, law, and human rights, etc. 

 

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)） 
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【オンデマンド授業  配信スケジュール】 

第 1 回 9 月 22 日 

第 2 回 9 月 29 日 

第 3 回 10月 6 日 

第 4 回 10月 13 日 

第 5 回 10月 20 日 

第 6 回 10月 27 日 

第 7 回 11月 3 日 

第 8 回 11月 10 日 

第 9 回 11月 17 日 

第 10 回 11 月 24 日 

第 11 回 12 月 1 日 

第 12 回 12 月 8 日 

第 13 回 12 月 15 日 

第 14 回 12 月 22 日 

 

【変更前】 

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。 

 

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(Niiza) 

(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。 

 

Students will gain a deeper understanding of Latin and European culture and gain perspectives on thinking about culture in 

terms of language. 

 

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。本講義では、主にこのようなラテン語と

のかかわりを通じて、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。その際には、われわれがヨーロッパ固

有の文化だと思っているものには、ヨーロッパ以外の文化圏の文化や言語に由来するものも多いという文化交流の視点を重視し

たいと思います。なお、ラテン語の知識は前提としません。 

 

Latin is the ancient language of the Romans, and although there are no native speakers of Latin at present, Latin continues to 

exist as a source of European culture and cultivation to the present, similar to classical Chinese language (Kanbun) in East Asia. 

Through the Latin language, we will examine European history, ideas, religion, and society, etc. In doing so, we would like to 

emphasize the cultural exchange perspective whereby many of the things that we think are unique to Europe originate from 

cultures and languages outside Europe. Note that knowledge of Latin is not assumed. 

 

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（時間的にすべてのテーマを取り扱えない可能性があります）。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 
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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(Niiza) 

(Culture and Language in Russia & Eastern Europe) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 

西部劇から「東部」劇へ～アメリカ、イタリア、日本、東ドイツ、ソ連における西部劇の誕

生・発展・変容 

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） 

アメリカ発祥の西部劇に対し、イタリア、日本、東ドイツ、ソ連で製作された西部劇は何を継承し、何を改変したかを考察し、西部

劇を題材に各国の文化、およびその背景となっている歴史・社会の差異を自分の頭で考え自覚的になることを目指す。 

 

The aim is for students to think for themselves about the social, historical and cultural differences between U.S.A, Italy, Japan, 

East Germany and Soviet Union by watching several Western films.  

 

授業の内容（Course Contents） 

アメリカ、イタリア、日本、東ドイツ、ソ連で製作された西部劇を 8 本鑑賞し、それぞれの西部劇としての特徴を考察する。 

 

We will watch eight Western films produced in U.S.A, Italy, Japan, East Germany and Soviet Union and examine each feature. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 初回のガイダンス 

2. 〔講義〕概論；アメリカにおける西部劇の誕生と発展、およびイタリア、日本、東ドイツ、ソ連における展開 

3. 映画『駅馬車』(1939、アメリカ)鑑賞 

4. 映画『赤い河』(1948、アメリカ)鑑賞 

5. 〔講義〕映画『駅馬車』『赤い河』をめぐって 

6. 映画『荒野の用心棒』(1964、イタリア)鑑賞 

7. 映画『大草原の渡り鳥』(1960、日本)鑑賞 

8. 〔講義〕イタリアのマカロニ・ウェスタンと日本のスキヤキ・ウェスタン 

9. 映画『大熊の神の子孫たち』(1965、東ドイツ)鑑賞 

10. 映画『砂漠の白い太陽』(1970、ソ連)鑑賞 

11. 映画『光と影のバラード』(1974、ソ連)鑑賞 

12. 〔講義〕東欧の「赤い西部劇」とソ連の「東部」劇 

13. 映画『ソルジャー・ブルー』（1970、アメリカ）鑑賞 

14. ［講義］西部劇の終わりの始まり 

 

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%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 猿谷要、1982、『西部開拓史 (岩波新書黄版 192)』、岩波書店 (ISBN:978-4004201922) 

その他の文献は、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。ただし『大熊の神の子孫たち』（1965、東ドイツ）という映

画は、ビデオ・DVD ともに日本では販売されたことがなく、現在日本では日本語字幕付で鑑賞するのが非常に難しい映画である

のはあらかじめ伝えておく（授業では日本語字幕付で上映する）。 
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 なお西部劇では銃で撃ち合う戦闘シーンが大きな要素を占めるため、一部の映画にはかなり残酷なシーンがある（特に映画『ソ

ルジャー・ブルー』）。残酷なシーンが苦手という方は、それを承知の上受講すること 

 

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(Niiza) 

(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） 

文化人類学の理論をふまえつつ、アフリカの文化を学ぶことを通して、現代社会が直面する諸問題を第三者に説明できるように

なる。 

 

Based on the theory of cultural anthropology, students will become able to explain the problems facing modern society to 

others by learning about African culture. 

 

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、さまざまな苦難にさらされながらも、アフリカ社会が独自の文化と

社会的紐帯を生み出すことで対処している姿を考察する。 

 

We will examine how African society copes with creating unique cultures and social ties while being exposed to market economy 

penetration by globalization, intervention by development assistance, and various difficulties. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション：アフリカから学ぶ 

2. アフリカの自然環境 

3. アフリカの民族と言語 

4. 狩猟採集文化 

5. 「先住民」と開発 

6. 「伝統文化」と観光 

7. 自然保護と地域住民の生活 

8. 牧畜文化 

9. 農業と在来知 

10. 伝統宗教・医療 

11. 相互扶助 

12. 携帯電話の普及 

13. アートによる都市再生 

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） 

小テスト（10%×6 回）(60%)/最終テスト(Final Test)(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・中川理・石井美保、2019、『文化人類学の思考法』、世界思想社 (ISBN:978-4790717331) 

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

6. 峯陽一、2019、『2100 年の世界地図 アフラシアの時代』、岩波書店 (ISBN:978-4004317883) 
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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(Niiza) 

(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。 

 

We will use the words and phrases of Italian literary works written in the 14th and 16th centuries as clues to deepen students' 

knowledge of Italian Renaissance culture. In addition, we will take representative art works inspired by past texts and consider 

the relationships between words and images. 

 

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をとりあげる。 

 

In the first half of the course, we will take up Italian texts from the 14th to 16th centuries, confirming the outline of Italian 

history. After confirming the grammar and the meaning of the words, students will learn the historical and cultural background 

and deepen their understanding of the content and the spirit of the period. In the second half of the course, as an example of 

the combination of language and visual art, we will take up a work of Renaissance era art created with reference to ancient 

texts. 

 

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・カトリック文化 

11. ローマの美術作品とテクスト（１） 

12. ローマの美術作品とテクスト（２） 

13. ローマの美術作品とテクスト（３） 

14. まとめ 

 

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

西欧の歴史や文化について、参考文献等を参照に基礎的な事柄を学習しておくことが望ましい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

リアクションペーパーの提出およびその精度(30%)/中間課題（2回実施）(40%)/最終課題(30%) 

課題提出は出席確認を兼ねているため、遅れて提出した場合は「遅刻」、未提出の場合は「欠席」扱いとなる。4 回以上欠席した

場合は評価外となる。遅刻は 3回で欠席 1 回に換算する。 

【変更前】筆記試験(Written Exam)50%, 平常点(In-class Points)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） 
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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:978-4-623-07267-5) 

7. 和田忠彦 編、2015、『イタリア文化 55 のキーワード』、ミネルヴァ書房 (ISBN:978-4-623-07268-2) 

 

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(Niiza) 

(Culture in the German-speaking sphere) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
第一次世界大戦期までのドイツ語圏の文化の多様性と独自性を考察する 

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） 

神聖ローマ帝国時代から第一次世界大戦期までのドイツ語圏の文化の諸相を、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、その多様性を考察する。   

 

 We will examine the unique culture of the German-speaking world from the Holy Roman Empire to the First World War while 

examining and analyzing it based on each period's ideas and social Background.  

 

授業の内容（Course Contents） 

ヨーロッパの中心に位置し、ヨーロッパ経済をリードする国・ドイツが現在の形になるまでには、長い時代と様々な歴史的事件を経

てきた。一方で、ハプスブルク帝国の中心として栄華を誇ったオーストリアやプラハも独自の文化を形成してきた。講義では、それ

ぞれに異なる表情を持つドイツ語圏の国々の文化と歴史を、様々なテーマから検証していく。授業では映像資料を多用して理解

の助けとなるようにしていく。 

 

Germany is located in the center of Europe, and has been through a long history and various historical events before becoming 

its present form as the leading country in the European economy. On the other hand, Austria and Prague, which were the proud 

centers of the Hapsburg Empire, have also formed their own cultures. The course will examine the culture and history of 

German-speaking countries, each with a different face, from different themes . In the classes, we will use a lot of video 

materials to support students understand the content.thus 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション ドイツとは 

2. 宗教と民族 

3. 宗教改革とメディア 

4. ハプスブルク家の拡大  

5. 宮廷文化 

6. プロイセンの急進撃～プロイセン vs ハプスブルク 

7. ナポレオンと「ドイツ」 

8. 革命の時代 

9. 産業革命とメディア 

10. ドイツ帝国の誕生～ベルリン 

11. ヴィルヘルム時代のドイツ  

12. 世紀末のユダヤ文化～プラハ、ウィーン 

13. 第一次大戦とメディア 

14. 第一次大戦とメディア 

 

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） 

リアクションペーパー(60%)/授業内課題(40%) 

毎回リアクションペーパを書いてもらい、理解度の判断基準とする。 

【変更前】筆記試験(Written Exam)60%, 平常点(In-class Points)40% (出席および授業に取り組む姿勢 40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

レジュメを配布する 

 

参考文献（Readings） 

授業内に適宜指示する 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

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。また、授業開始後 30 分経過してから入室した場合、やむをえな

い場合を除き、出席とは認めない。 

リアクションペーパーについては、成績判断の参考とするが、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判断の対象にしない。 

 

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(Niiza) 

(Culture in the French-speaking sphere) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
古典主義時代を中心に大革命までのフランス文化の諸相に幅広く触れる 

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） 
オンデマンド授業 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 フランス文化の諸相を、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、いわゆるフランスらしさと同時

にまたその多様性を考察する。 

 

 We will understand the various aspects of French culture while examining and analyzing it based on each period's ideas and 

social background, and consider the country's so-called "France's uniqueness" as well as its diversity.   

 

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」だけではなく、宗教や政治まで幅広く考察の対象とします。配

布する資料プリントのほかにもさまざまな画像・映像資料を利用しながら、「理性」「自然」をキー・ワードとして、大革命にいたるま

でのフランス文化の変遷に多角的に迫っていきます。 

 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します。 

 

We will regard culture as the practice of all human knowledge, and cover not only literary arts and "artworks," but also religion 

and politics in a wide range of subjects. Using various image and video materials as well as distributed print-outs, with "reason" 

and "nature" as the keywords, we will follow the transition of French culture up to the Revolution from diverse perspectives. 

Through this course, we hope that students will have the opportunity to think about the significance of France's unique culture 

and social form, which is different from the environment of Japan where we live, or the American culture students must be 

familiar with. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 風土から見るフランス 

2. 大革命と政教分離 

3. 大革命と中央集権化 

4. キリスト教の伸展 

5. 異教、異端、魔女狩り 

6. 宗教戦争 

7. 絶対王政と王権 

8. 整形庭園 

9. 古典主義絵画 

10. 宮廷文化 

11. 啓蒙の精神 

12. 崇高の美学 

13. 革命前夜 

14. まとめ 

 

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、事前にプリントを配布する。 

配布資料には入手しやすい文庫本・新書を中心に該当テーマの文献を複数冊あげるので、興味関心に応じて参考にすること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

毎授業時のリアクションペーパー(100%) 

【変更前】レポート試験(Report Exam)50%, 平常点(In-class Points)50% (リアクションペーパー50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 
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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)） 

【オンデマンド配信スケジュール】 

第 1 回：9 月 25 日 

第 2 回：10 月 2 日 

第 3 回：10 月 9 日 

第 4 回：10 月 16 日 

第 5 回：10 月 23 日 

第 6 回：10 月 30 日 

第 7 回：11 月 6 日 

第 8 回：11 月 20 日 

第 9 回：11 月 27 日 

第 10 回：12 月 4 日 

第 11 回：12 月 18 日 

第 12 回：1 月 8 日 

第 13 回：1 月 15 日 

第 14 回：1 月 22 日 

 

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(Niiza) 

(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） 

多様な民族集団、社会階層の人々からなるスペイン語圏の文化の多様性について知り、彼らの歴史を通してそれらへの理解を

深めることを目標とする 

 

This course aims to provide knowledge about cultures in the Spanish-speaking countries consist of diverse ethnic groups and 

social classes and to deepen its understanding through their history. 

 

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。 

 

Recently, issues such as President Trump's foreign policy and the Catalan independence movement are making the world 

unsettled. Why do people in Latin America try to cross the border illegally, and why do people in Catalonia want independence 

from Spain? In this course, we will learn how the various cultures and values of the Spanish-speaking modern society were 

formed. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス：スペイン語話者の多様性 

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. スペイン語圏の食文化 

11. スペイン語圏の宗教  

12. 米国の中のスペイン語文化 

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) 
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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(Niiza) 

(Culture in the Chinese speaking sphere) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
芸能・音楽・祭祀からみる中国文化 

担当者名 

（Instructor） 
大江 千晶(OE 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） 
CMP2100 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

中国語圏の芸能・音楽・祭祀についての知識を得ながら、それらがどのように現代の人々に受け継がれてきたのか検討し、受講

生の異文化理解を深める。 

 

While acquiring knowledge on Chinese performing arts, music, and rituals, we will examine how they have been passed down to 

the modern people and deepen students' cross-cultural understanding. 

 

授業の内容（Course Contents） 

視聴覚資料を用いて中国・台湾をはじめとする中国語圏の芸能・音楽・祭祀についての知識を得ながら、自国文化との比較を通

して差異や共通点を分析する。時代は限定せず、古代から現代まで幅広く取り上げる。 

 

We will analyze differences and common points through comparison with our own culture while using audio-visual materials to 

gain knowledge about Chinese-language performing arts, music, and rituals in China and Taiwan. We will not limit the period, and 

will cover a wide range from ancient times to the present. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション（授業で扱う内容、成績評価方法など） 

2. 芸能（１）都市部の芸能１ 

3. 芸能（２）都市部の芸能２ 

4. 芸能（３）地方の芸能 

5. 中国語圏の芸能と日本の芸能、ディスカッション 

6. 音楽（１）古代の音楽 

7. 音楽（２）明清の器楽 

8. 音楽（３）少数民族の音楽 

9. 中国語圏の音楽と日本の音楽、ディスカッション 

10. 祭祀（１）現代に受け継がれる祭祀 

11. 祭祀（２）年中行事と民間伝説１ 

12. 祭祀（３）年中行事と民間伝説２ 

13. 中国語圏の祭祀と日本の祭祀、ディスカッション 

14. まとめ、課題発表 

 

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

事前学習：授業時に次回までの準備内容や参考文献を提示する。 

事後学習：受講生の興味に合わせて小レポートを作成する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(40%)/各回のリアクションペーパー(60%) 

出席が 2/3 に満たない場合は評価の対象としない。 

【変更前】平常点(In-class Points)100% (最終レポート(Final Report)40%リアクションペーパー,30%ディスカッション参加度、小レポー

ト,30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

指定しない 

 

参考文献（Readings） 

授業時に指示する 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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・日本語字幕のない映像や画像資料等を使用するが、中国語既習を前提とはしない。 

・パワーポイントを使用する。 

・グループワークを行うことがある。 

・視聴覚資料鑑賞後、受講生に簡単な作文、作詞、作画等を課すことがある。 

・授業計画の順序や内容を変更する可能性がある。 

 

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(Niiza) 

(Culture in the Korean-speaking sphere) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
古代～十九世紀末の朝鮮半島史 

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） 
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と展開の過程を考察し、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。 

 

This course aims to provide a foundation for deepening understanding of the Korean-speaking world and creating a concrete 

image, while acquiring basic knowledge about the pre-modern history of Korea and considering the process of culture formation 

in the Korean-speaking world. 

 

授業の内容（Course Contents） 

講義では、古代から十九世紀末までの朝鮮半島の歴史について、政治・文化史を中心に概観する。また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。   

 

The course gives an overview of the history of the Korean peninsula from ancient times to the end of the 19th century, 

focusing on political and cultural history. Also, we will introduce the history of cultural exchange with East Asian regions such as 

the Japanese archipelago and the Chinese continent.   

 

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. 高麗の成立と展開 

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. 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） 

毎授業時のリアクションペーパー(70%)/授業内レポート(30%) 

【変更前】平常点(In-class Points)100% (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) 
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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(Niiza) 

(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 

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。 

 

Students will become able to think about their own school experience and current educational problems based on concepts for 

analyzing the functions, practices and problems of school education. 

 

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。 

 

We have all experienced education in various ways, and education may be familiar to everyone. We see discussions about 

education in various media (TV, newspapers, the internet, and other sources), and the overwhelming majority of the agenda is 

"what the education should be like." In this course, we will stay away from such agenda and consider, from a sociological point 

of view, "What function education has" and "What kind of educational practice is viewed as a problem" with a focus on school 

education. 

 

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. 近代公教育と教育方法の成立過程 

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） 

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

【変更前】筆記試験(Written Exam)60%, 平常点(In-class Points)40% (リアクションペーパーの提出 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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■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(Niiza) 

(Seminars for Senior Students of Rikkyo University 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 

学びを通した地域創生の超学際的アプローチ 

～ひとづくり×地域づくり×自分＝素敵な未来～ 

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） 
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） 

地域社会の「学び」と「経営」を多面的に考察し、その核となるものを丁寧に抽出することを通して、「ひとづくり」と「地域づくり」が

相乗的に質を深めていく論拠を探る。 

 

Students will consider "learning" and "management" in local communities from multiple perspectives, and explore the rationale 

in which "people development" and "community development" deepen the quality synergistically, through careful extraction of 

the core concepts. 

 

授業の内容（Course Contents） 

近年、急速な人口減少が迫る中、観光開発・企業誘致などの従来型の地域づくりではなく、教育・福祉を軸とした地域づくりが進

められ、その成果が報告されている。本講義では、実践家を中心とする多彩なゲスト講師（地方自治体首長、児童養護施設担当

者、東日本大震災被災者など予定）から最先端の実践とその考察を講じていただく。 

 

また、科目担当者が 30 年の実践から導き出されたアクティブラーニング型の授業運営スタイル：ダイアログ（対話）を活用した学

び合いを駆使することにより、ゼミ形式における学びを深める。 

 

なお、科目担当者は、国道も信号もコンビニもない長野県泰阜村（やすおかむら）において地域創生に顕著な成果を上げている

NPO の代表理事である。 

 

In recent years, with rapid population decline approaching, community development centering on education and welfare has been 

promoted rather than traditional community development such as tourism development and attracting businesses, and the 

results of this approach have been reported. In this course, students will learn the most advanced practice and its consideration 

from a variety of guest instructors who are mainly practitioners (we plan to welcome local government chiefs, representatives 

from children's nursing homes, people affected by the Great East Japan Earthquake,  etc.). 

In addition, the course lecturer will deepen learning in a seminar format by making full use of study that utilizes an active 

learning type class style: dialog, derived from 30 years of practice. 

In addition, the course lecturer is a representative director of an NPO that has achieved remarkable results in community 

creation in Yasuoka-mura, Nagano Prefecture, which has neither national roads nor traffic lights nor a convenience store. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション・学び方の導入 

2. ダイアログの準備ワーク１ 

3. 国道も信号もコンビニもない山村の挑戦事例（科目担当者） 

4. 4 回目の授業を基にしたダイアログワーク 

5. 誰をも排除しない？社会的弱者について（ゲスト：養護施設担当者） 

6. ６回目のゲストを招いてのダイアログワーク（ゲスト：養護施設担当者） 

7. 中間まとめ 

8. 被災地の復興（ゲスト：東日本大震災被災者）とダイアログワーク 

9. マイクロプラスチックとの闘い（ゲスト：離島環境活動家）とダイアログワーク 

10. 人口減少に悩む地方自治体政策（ゲスト：自治体首長）とダイアログワーク 

11. 地方大学の挑戦（ゲスト：地方大学理事長）とダイアログワーク 

12. 空き家活用と人材育成（ゲスト：まちづくり NPO 事務局長）とダイアログワーク 

13. 全体ダイアログワーク 

14. 総括とまとめ 

 

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 BLACK BOARD 上で行う。 
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成績評価方法・基準（Evaluation） 

各回の授業後に提出するコメントペーパー(40%)/プレゼンなど授業内の成果物(30%)/最終レポート(Final Report)(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

 なし 

 

参考文献（Readings） 

授業時に紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

科目担当者は泰阜村で実際に活動する上記 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

に通う。 

 

ゲストは現段階の予定なので、開講してから変更の可能性がある。 

 

ダイアログ主体の授業を貫くルールは、「参画」と「自己決定」。自分で考えて、自分で動いて参加すればするほど、楽しくなり、学

びが大きくなる授業。持ってくるものは「やる気」。 

 

担当者所属 NPO のアドレス http://www.greenwood.or.jp 

 

注意事項（Notice） 

本科目は、担当教員の実務経験、または実務に従事するゲスト・スピーカーの招聘講義等を活かした授業である。 
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■FA083 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 
立教学院とポール・ラッシュ 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
立教らしさを考えるヒント 

担当者名 

（Instructor） 
安松 幹展(YASUMATSU MIKINOBU) 

学期 

（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） 

ポール・ラッシュ博士の生涯に触れながら、立教らしさとは何かを自ら考えることができるようになる。 

 

The purpose of this course is to cultivate students' identification with Rikkyo University through the life of Paul Rusch. 

 

授業の内容（Course Contents） 

立教学院とポール・ラッシュ博士の関わりについて、歴史、スポーツ、教育、理念の４つの視点から、ゲスト・スピーカーからの講

義およびグループディスカッションから議論する。 

 

Students are expected to participate in discussions with their classmates and listen to talks from guest speakers. This course 

focuses on the following four sections: history of the St. Paul's school, contribution to sport for Japan, hope education for the 

young people, and Dr. Rusch's philosophy. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション（立教らしさとは？pre） 

2. 立教学院の歴史１（聖公会／建学の精神） 

3. 立教学院の歴史２（ポール・ラッシュと立教学院） 

4. 立教学院の歴史３（講義 2.3.を受けてのグループディスカッション） 

5. キリスト教とスポーツ１（キリスト教におけるスポーツ） 

6. キリスト教とスポーツ２（スポーツ・リーダーシップ／チームワーク） 

7. キリスト教とスポーツ３（（講義 5.6.を受けてのグループディスカッション） 

8. 青年（希望）教育１（清里／KEEP） 

9. 青年（希望）教育２（ポール・ラッシュの青年教育） 

10. 青年（希望）教育３（（講義 8.9.を受けてのグループディスカッション） 

11. ポール・ラッシュの理念１（Non-Ugly American） 

12. ポール・ラッシュの理念２（ボランティア活動） 

13. ポール・ラッシュの理念３（講義 11.12.を受けてのグループディスカッション） 

14. まとめ（立教らしさとは？post） 

 

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

各授業時に課題を指示する。 

 

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コメント(20%)/各グループディスカッション後のプレゼン内容(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特に指定しない。 

 

参考文献（Readings） 

各授業で適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

特になし。 

 

注意事項（Notice） 

本科目は、担当教員の実務経験、または実務に従事するゲスト・スピーカーの招聘講義等を活かした授業である。 
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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） 
聖書および聖書考古学から見る人間観 

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神話集ではない。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。その

中には幾多の人物が登場し、幾多の物語が描き出されている。 

本講座では聖書の中に見られる様々な事物を、宗教的・歴史的・考古学的に検証し、時空を超えて我々と通じるものや大きく異な

るものを再認識する。それにより聖書に対する理解、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。  

 

The Bible is not a mythology collection set in a fictional world. It is a book written with the background of the ancient West 

Asian and Mediterranean worlds. Many characters appear in it, and many stories are drawn out. 

In this course, we will examine various things found in the Bible religiously, historically, and archaeologically, and become aware 

again of things that connect with us over time and space, and things that differ greatly. The course aims to deepen students' 

perspective for understanding the Bible, for cross-cultural understanding, and for historical understanding. 

 

授業の内容（Course Contents） 

毎回聖書の物語に関する様々な知見を、画像資料なども用いつつ紹介する。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、自分たちの生活や人間観との共通性や相違性を認識する。 

 

In each class, we will introduce various pieces of knowledge about the stories of the Bible using image data. Students will 

understand through what kind of images the stories of the Bible are told and become aware of the commonality and differences 

with their own lives and human views   

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 聖書考古学から見る聖書時代史 

2. 聖書とは何か：旧約聖書と新約聖書 

3. 記録の形式：碑文と巻物 

4. 土と生活：土の有する意味と土器 

5. 女性と男性：ジェンダー的感覚の形成 

6. 日々の糧：飲食物と食物規定 

7. 清めの思想（１）：石灰石製容器 

8. 清めの思想（２）：清めの浴場ミクヴェ 

9. 生と死：埋葬儀礼 

10. 経済：硬貨の製造と普及 

11. 居住形態：都市と村の生活 

12. ユダヤ人の宗教の絶対的中心：エルサレム神殿 

13. 共同体の形成（１）：ディアスポラのシナゴーグ 

14. 共同体の形成（２）：ガリラヤ・ユダヤのシナゴーグ、そして教会へ 

 

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

授業前：指定された聖書の文書あるいは聖書箇所を読む 

授業後：レジュメの再読および授業で言及された聖書文書あるいは聖書箇所の確認 

 

※いずれにおいても現代に生きる私たちの生活文化と比較することを試みられたい 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業内ミニレポート１(25%)/授業内ミニレポート２(25%)/授業内ミニレポート３(25%)/授業内ミニレポート４(25%) 

静粛に受講されている学生諸氏および授業に力を尽くす教員のモチベーションに悪影響を与えるため、私語厳禁とする 

大学の授業形態変更に伴い、成績評価方法・基準も既述のように変更 

【変更前】筆記試験(Written Exam)70%, 平常点(In-class Points)30% (定期的小レポート 30%) 
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テキスト（Textbooks） 

1. 『新共同訳聖書（旧約聖書続編付き）』、日本聖書協会 

聖書は日本聖書協会共同訳（2018 年）、岩波訳（合本版：2004-2005 年）などでもよい。 

 

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. 山我哲雄／佐藤研、2012、『旧約新約聖書時代史』（第 3 版）、教文館 

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』、教文館 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

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。 

 

1. Understand what the terms and concepts that are important in understanding the Bible indicate and what they mean, and 

under what historical context they were established. 

2. Learn about the actions and ideas of the important people that appear in the Bible. 

3. Learn that the Bible is not formed by a single idea, but by several ideas that may be different and sometimes contradictory. 

 

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。 

 

Take up some of the terms or concepts needed to understand the Bible's content and learn about their meaning and 

significance while looking at specific sections. As necessary, explain the eras and social situations in which biblical documents 

were written, or in which each person appearing in the Bible was active. 

 

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. 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） 

毎授業時のリアクションペーパー(100%) 

【変更前】筆記試験(Written Exam)60%, 平常点(In-class Points)40% (リアクションペーパー40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 『聖書 聖書協会共同訳 旧約聖書続編付き』、日本聖書協会 (ISBN:9784-820213420) 

既に聖書を持っている人は、新たに購入する必要はありません。 
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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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■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。 

 

There are diverse values in the world. Some of these values match with my values, others do not. First of all, we must 

acknowledge this fact. And there's always a certain reason for values that happen to be inconsistent with my values. 

To be able to understand situations where various interpretations can be made for a certain phenomenon or statement. 

To that end, share (to a certain extent) the basic knowledge that the commentator or speaker assumes about the phenomenon. 

Before asking whether another person's opinion is right or wrong, we must first review the reasons and reflect on our own 

opinion. 

This concludes learning the basic stance of dialog. 

In short, the goal is to understand others. 

 

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。 

 

We will read the famous narrative of the Old Testament. When you read it, you will discover a variety of mysterious points. Is 

that mystery due to our lack of knowledge? (such that it disappears as we increase our knowledge) Or is the original text itself 

difficult from the beginning? (meaning that increasing our knowledge does not eliminate the mystery but rather causes it to 

increase in proportion to our level of knowledge) We would like students to think about various narratives as a clue. 

 

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。 
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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 (ISBN-10: 4820212028 ISBN-13: 978-4820212027) 

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） 

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。参考にします。 

 

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。 

 

What role does archeology play in understanding of the Bible as a religious document? What has the Biblical faith made influence 

to archaeological research? Tracing the history of Biblical archaeology , we will look forward to the future of the studies and 

researches of Bible, archaeology, and ancient western Asian history. 

 

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。 

 

We will examine the relationship between Bible thought, Israeli history research, and archaeological research from various points 

of view. We will also deepen our knowledge about each field. 

 

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 旧約編』を学期中に各自通読すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report 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. 山我哲雄、2013、『一神教の起源』、筑摩書房 (ISBN:978-4-480-01581-5) 

3. 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) 

4. 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) 

2020 年 9 月 4 日付変更（変更理由：品切のため以下のテキスト情報を削除） 

【変更前】著者名：山我哲雄、書籍名：『聖書時代史<旧約篇>(岩波現代文庫) 』、出版社：岩波書店、出版年：2003 年、ISBN:978-

4006000981 

 

参考文献（Readings） 

1. Raphael Greenberg. 2020. The Archaeology of the Bronze Age Levant : From Urban Origins to the Demise of City-States, 
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3700-1000 BCE. CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS (ISBN:9781107111462) 

2. Jonathan S. Greer et al. 2018. Behind the Scenes of the Old Testament: Cultural, Social, and Historical Contexts. Baker 

Academic (ISBN:978-0801097751) 

3. Mario Liverani. 2014. The Ancient Near East: History, Society and Economy. Routledge (ISBN:9780415679060) 

4. William H. Stiebing Jr.. 2017. Ancient Near Eastern History and Culture. Routledge (ISBN:978-1138082403) 

5. Michael D. Coogan. 2012. A Reader of Ancient Near Eastern Texts: Sources for the Study of the Old Testament. Oxford Uni 

Press (ISBN:978-0195324921) 

6. I・フィンケル、2018、『ノアの箱舟の真実──「大洪水伝説」をさかのぼる』、明石書店 (ISBN:978-4750346083) 

7. E・クライン. 2018. B.C.1177. 筑摩書房 (ISBN:978-4480858160) 

 

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） 

レポート試験(Report Exam)(100%) 

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。                     【変更前】筆記

試験(Written Exam)60％，平常点(In-class Points)40％（出席およびリアクションペーパー40％） 

 

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。 

 

Students will understand Islamic thought in comparison with West Asian ideas such as Eastern Christianity and Zoroastrianism. 

 

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。 

 

We will place emphasis on the historical development leading to the formation and development of Islam. We will begin with the 

process of Islam being established in the cultural sphere of Eastern Christianity and Zoroastrianism in the late ancient period, 

and follow up to the development of a unique Islamic civilization by accepting philosophy and science under the influence of 

Hellenism. 

 

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） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/出席と毎回の課題(40%) 

2/3 以上の出席をしていない場合は，単位修得不可。<BR>【変更前】筆記試験(Written Exam)70%, 平常点(In-class Points)30% 

(出席および授業態度 30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 青木健、2019、『新ゾロアスター教史』、刀水書房 

2. 青木健、2012、『古代オリエントの宗教』、講談社 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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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） 
宗教学的思考を身につける 

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。 

 

We will aim to be sensitive to the word "religion" through a multi-dimensional examination of the concept and term of "religion", 

and genealogical consideration. 

 

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 世紀後半以降の宗教研究

の流れを紹介しながら、「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。 

 

This class is not a commentary on individual religions, but a reflection on the concept and the term of "religion". Specifically, 

introducing the flow of religious studies since the late 19th century, we would like to consider the position of "knowing about 

religion," rather than "believing" or "moving away from" it. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. はじめに： 宗教学の言説空間。日本は本当に「無宗教」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）： 宗教起源論その１ 

5. 「宗教」はどのように研究されてきたか（２）： 宗教起源論その２ 

6. 「宗教」はどのように研究されてきたか（３）： 神観念について 

7. レヴィ=ストロースによる問題提起 

8. マギア（呪術、魔術、魔法）論 

9. 時間と空間をめぐって 

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 世紀の神話学その１ 

12. 神話をいかに解釈するか（３） 20 世紀の神話学その２ 

13. 儀礼論 

14. 贈与論 

 

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

ブックリストの本を一冊でも多く読むこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(100%) 

【変更前】筆記試験(Written Exam)70%, 平常点(In-class Points)30% (中間レポート 30%) 

【変更前】レポート試験(Report Exam)70%, 平常点(In-class Points)30% (中間レポート 1回 30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

毎回レジュメを配布し授業を行う。 

 

参考文献（Readings） 

講義のなかで指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

教員作成のブックリスト 

https://ameblo.jp/pettazzoniano/entry-12476646103.html 
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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） 
現代の教育問題から考える多様性の時代の人間発達 

担当者名 

（Instructor） 
石黒 広昭(ISHIGURO HIROAKI) 

学期 

（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） 

「障がい者」や国際移動者などの教育問題の検討によって、思考の脱中心化を図ることで多様性が尊重される社会における人間

発達についての理解を深める。 

 

The purpose of this course is for students to learn about human development in diverse contemporary society by considering 

the educational issues of disability and the international flow of people. They will understand the relevant problems and learn 

how to go beyond them. 

 

授業の内容（Course Contents） 

われわれはある社会の「常識」を身につけることによって、いつの間にかそれを参照枠として世界を眺め、価値付けるようになる。

特に問題を自覚しない限り、それらは自明であり、正しいものとして扱われ続ける。仮に何かしら不具合に気付いたとしても、「普

通」でありたいとする欲求は「常識」に対する疑問を回避させる。「普通」とは幻想の基点であり、抽象の産物でしかない。「普通で

あろう」とするふるまいは誰のものでもない社会的に優位な声におびえる態度であり、多様な価値付け、多様な生を否定する生き

方につながる。では、われわれはどのようにすればその声に抗うことができるのであろうか。それには脱中心化が効果的である。

「常識」によって、周辺に追いやられた人々の側から、改めて社会や人間を捉え直すレッスンをするのである。この授業では、「障

がい者」と国際移動する言語的文化的に多様性を持つ人々に関わる教育問題を事例として、多様な価値付け、生き方を探究す

るメッソッドについて履修者とともに考えていく。履修者と対話しながら授業を進めることが多いので、受講にあたっては自らの声

を用意する準備をしておいてほしい。 

 

Students will acquire the necessary knowledge for the decentralization of normality-based thinking by considering the 

educational issues of disability and the international flow of people. Students will gain an understanding of what is needed for 

human development in the contemporary diverse society. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 脱中心化の思考：周辺から世界を捉え直すということ 

2. 「障がい」はいつ生まれるのか 

3. 「障がい」が作られる場所 

4. 能力論からみた「障がい」 

5. 「障がい者アート」が示唆すること 

6. 「障がい者」の就労 

7. 「普通の人」の救済 

8. 移民難民状況とその課題 

9. 来日移民(immigrants)の子どもたちの心理・教育的課題 

10. 来日移民(immigrants)の子どもたちと日本の教育制度 

11. 海外移民(emigrants)の心理・教育的課題 

12. 人種・民族を考える 

13. 多様性とアイデンティティの相克 

14. 総括討論：多様性を力に 

 

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

授業や Blackboard 上で指示される小課題を必ず期限内に提出すること。 

関連する文献や資料（映画）等を自主学習を進めることが望まれる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(100%) 

複数回出される小課題を Blackboard に提出しない場合には成績評価の対象とならない。 

 

テキスト（Textbooks） 
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なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 向谷地生良、2006、『「べてるの家」から吹く風』、いのちのことば社 (ISBN:978-4264024361) 

2. 宮島喬、2014、『外国人の子どもの教育』、東京大学出版会 (ISBN:978-4-13-053021-7) 

3. 石黒広昭、2018、『街に出る劇場』、新曜社 (ISBN:978-4788515888) 

4. 石黒広昭、2016、『子どもたちは教室で何を学ぶのか』、東京大学出版会 (ISBN:978-4130530880) 

5. 石黒広昭、2010、『文化と実践』、新曜社 (ISBN:978-4788511866) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

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） 
アイデンティティの社会学 

担当者名 

（Instructor） 
牧野 智和（MAKINO 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） 
CMP2100 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

自己という対象をただ主観的に考えるのではなく、歴史・社会的な視点から複眼的に考えることができるようになる。 

 

The purpose of this course is to being able to think about “self” or “identity” from historical and social perspectives. 

 

授業の内容（Course Contents） 

「私って何だろう」という問いは、一見、哲学や心理学の専売特許であるようにみえます。しかし、「私」たちは決して一人で生きて

いるのではなく、さまざま な意味で他者と、そして広く社会と関わって今現在を生きています。この授業では、社会学的な観点か

ら「私」という存在について考えていきます。 

 

The question “What am I?” seems to be a proprietary topic of philosophy and psychology at the first glance. However, we are 

not living alone but rather living with others and with the present society. In this course, students will consider the existence of 

"self" and "identity" from a sociological perspective. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 「社会と人間」はどう関係するのか――社会化とインタラクション 

2. 内的感覚の社会性――人類学と歴史社会学 

3. 近代社会と人間――ミシェル・フーコー 

4. 現代社会と自己――モダニティの社会理論 

5. 集団就職の時代――日本の若者のアイデンティティ史へ 

6. 若者のアイデンティティと政治参加――1960 年安保闘争を事例に 

7. 若者の政治からの撤退――大学紛争とあさま山荘事件 

8. 若者の自己表現としての音楽①――1970・80 年代における文化領域の勃興 

9. 若者の自己表現としての音楽②――1990 年代以降の「心理主義化」傾向について 

10. 若者のアイデンティティと宗教――オウム真理教事件を事例に 

11. 「心の闇」を抱える若者たち？――1990 年代以降の若者バッシングを事例に 

12. コミュニケーション・サバイバルの時代――若者のアイデンティティとメディア 

13. 若者の保守化？――2010 年代のアイデンティティをめぐる状況 

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） 

各回の課題(100%) 

【変更前】筆記試験(Written Exam)60%, 平常点(In-class Points)40% (授業内提出物 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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■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） 
映画で考える「哲学」 

担当者名 

（Instructor） 
渡名喜 庸哲(TONAKI YOTETSU) 

学期 

（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） 

・映画に現れるさまざまなテーマを読み解き、そこから「哲学する」仕方の基本を身につける。 

・自分で「哲学する」ための道具として西洋哲学の概念や考え方を理解する。 

 

The main objectives of this course is as follows: 

 

・Interpret various themes that appear in the movies to learn the basics of how to "philosophize" by focusing on the various 

issues of the present day. 

・Understand the concepts and ideas of Western philosophy to be able to utilize them as a tool to "philosophize" yourself. 

 

授業の内容（Course Contents） 

この授業では、映画を題材に、それについて「哲学する」仕方を身につけることを目指します。 

ただし、映画論や映画評論は取り扱いません。いくつかの映画を題材にして、「哲学する」ことをめざします。かといって、「哲学

史」の講義をやるつもりはありません（事前に哲学の専門的を知識をもっている必要はありません）。いくつかの専門用語や歴史

的・社会的背景さえ押さえれば（ここは解説します）、「哲学」は（ものを真剣に考えようとする人ならば）誰に対しても開かれていま

す。映画を「食材」に、西洋哲学の概念や考え方を「調理道具」にして、どのような学問分野を専門にしている方にとっても、自分

自身で「哲学する」ことができるような方法を身につけていただくことが最終目標です。 

 

毎回、一つないし複数の映画・映像作品を主題とします。履修者はあらかじめそれを見て、それについて自分なりに事前に考え、

Blackboard に感想・分析を投稿してください。それに応答するかたちで、西洋哲学の基本概念を用いながら解釈を試みます。授

業内でもできるだけインタラクティブなかたちで履修者との議論を取り入れて行きたいと思います。 

最終レポートでは、履修者が各自で映画・映像作品を設定し、それについて「哲学」していただきます。 

 

The purpose of this course is to enable learning as to how to "philosophize" with various themes that appear in the movies. 

However, we do not deal with movie theories or criticisms; morever, we do not intend to give a "lecture" on the "History of 

Philosophy" in a traditional sense. With a few concepts and historical or social backgrounds, "philosophy" can be opened to 

anyone who is serious about thinking. This course aims at learning how to "philosophize" by using some frames of Western 

philosophy and through themes dealt in some contemporary movies. Students will learn basic concepts of Western philosophy, 

and in each course, we will set one or more movies as a main theme. Students are expected to watch the movie in advance and 

place their opinions on the blackboard. In the final report, students will be asked to select a movie of their choice and present 

an original "philosophical" analysis on it. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション：映画でどう哲学するか 

2. 『２００１年宇宙の旅』と「人間の条件」 

3. 『アバター』と「生命環境」 

4. 『わたしを離さないで』と臓器移植 

5. ロボットを愛することができるか（1）『her／世界でひとつの彼女』と『エクス・マキナ』 

6. ロボットを愛することができるか（2）『Ａ．Ｉ．』 

7. 『ブレードランナー』とバイオテクノロジー 

8. 『Psycho-Pass』とドローン時代 

9. 「災害」をどう考えるか：『生きものの記録』と『君の名は。』 

10. 『風の谷のナウシカ』と「絶対戦争」 

11. 『天気の子』と「人新世」 

12. 『ソイレント・グリーン』と「食べること」 

13. 『進撃の巨人』・『メッセージ』と「意味」をもつこと 

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

次回の授業で取り扱う映画を視聴する。  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加（リアクションペーパーの提出等）(40%)/中間レポート(20%)/期末レポート(40%) 

【変更前】平常点(In-class Points)100% (中間レポート 20%平常点（授業への参加、事前投稿）,40%最終レポート(Final Report),40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

適宜プリントを配布します。下記の参考文献は有益ですが、必ずしもそれに従うわけではありません。 

 

参考文献（Readings） 

1. 吉川 孝, 横地 徳広, 池田 喬（編）、2019、『映画で考える生命環境倫理学』、勁草書房 (ISBN:978-4-326-10273-0) 

そのほか適宜授業中に紹介します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■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。 

 

The goal is for students to re-evaluate existence and ethics as an image and to be able to express it in their own words. 

 

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ます。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、感じ取れるのではないでしょうか。 

  この講義では、プラトン、スピノザ、カント、キルケゴール、ウィトゲンシュタイン、シモーヌ・ヴェイユといった哲学者の思想の核

を捉えることによって、芸術作品が醸し出す美の閃光において映し出された愛、善、動機、正義といったものが、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作品／文学作品：宮崎駿『となりのトトロ』、ジュゼッペ・トルナトーレ『ニュー・シネマ・パラダイス』、想田

和弘『Peace』など／サン=テグジュペリ『星の王子さま』、フロベール『ボヴァリー夫人』、寺山修司『誰か故郷を想わざる』など。 

 

It can be said that the words of Novalis that, "Every science will be poetry, after it has become philosophy" mean that 

intelligence is essential to our lives, and express that this intelligence ultimately shines from an aesthetic emotion that we 

possess. This concept is deeply realized in the mysterious "something" that each of us feels in our hearts that wants to 

express this aesthetic emotion, for example in the fact that "Iliad" and "Heike Monogatari" have been handed down orally. 

 In this course, by capturing the core of the thinking of philosophers such as Plato, Spinoza, Kant, Kierkegaard, Wittgenstein and 

Simone Weil, I would like to consider how the love, goodness, motives, and justice, etc. reflected in the flash of beauty created 

by works of art cause our imagination (= ability to make images) to fully bloom and promote similar thinking. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 愛の媒介の役割 

3. 記憶を「思い出す」ということ 

4. 不在とイメージ 

5. 「見ること」から「創ること」へ 

6. 星空と心の確かさ 

7. 喜びと悲しみ 

8. 沈黙と言葉 

9. 「言葉がないこと」と社会的威信 

10. 遠さと近さの逆転 

11. 美と善 

12. 美的感情と「生の創造」 

13. 象徴と約束 

14. まとめと補足 

 

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、日常生活や読書体験のなかで類比的に捉え直し、表現することが求められます。 

 

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%)/受講態度(25%) 

【変更前】筆記試験(Written Exam)60%, 平常点(In-class Points)40% (受講態度・積極性 40%) 
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テキスト（Textbooks） 

1. シモーヌ・ヴェイユ著、今村純子訳、2018、『シモーヌ・ヴェイユ アンソロジー』、河出文庫 (ISBN:978-4309464749) 

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。 

 

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、現代の論理学についての基本的な理解を得ることである。 

 

The goal of this course is for students to gain a basic understanding of modern logic. 

 

授業の内容（Course Contents） 

授業は教科書をプリントアウトしたものを配布して、これにもとづいて行う。教科書にそって論理学の基本事項を説明していく。ま

た教科書には練習問題がついているので、これを解いてもらい、そのあとで答えの解説をする。成績は、授業時間内に小テストを

行い、これにもとづいて評価する。 

 

Classes will be based on distributing print outs from the textbook. We will explain the basics of logic from the textbook. Also, 

since the textbook contains practice questions, students will be asked to solve them and then we will explain the answers. 

Grades will be given based on the results of quizzes taken during classes. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 命題論理の論理式 

2. 同値変形と標準形 

3. 形式体系 LK における証明(1) 

4. 形式体系 LK における証明(2) 

5. 第１回から第４回のまとめ。 

6. 述語論理の論理式 

7. 構造と反例モデル 

8. 同値変形と冠頭標準形 

9. 述語論理の形式体系 LK 

10. 第６回から第９回のまとめ。 

11. 様相論理の論理式 

12. 可能世界意味論(1) 

13. 可能世界意味論(2) 

14. 第１１回から第１３回のまとめ。 

 

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

授業で配布したプリントは捨てずに保管しておいて、教科書にのっている練習問題を何度も解きなおして、自分で問題を解けるよ

うにしておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

毎回課題を提出してもらう。(100%) 

【変更前】平常点(In-class Points)100% (小テスト(1)33%小テスト(2),33%小テスト(3),34%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 山田俊行、『はじめての数理論理学』、森北出版 

【変更前】小野寛晰『情報科学における論理』日本評論社 

 

参考文献（Readings） 

1. 戸次大介、『数理論理学』、東京大学出版会 

2. 鹿島亮、『数理論理学』、朝倉書店 

3. 林晋、『数理論理学』、コロナ社 

4. 福山克、『数理論理学』、培風館 

5. 松本和夫、『数理論理学』、共立出版 
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6. 田中一之、『数学基礎論講義』、日本評論社 

7. 新井敏康、『数学基礎論』、岩波書店 

 

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・社会観と教育論 

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） 
オンデマンド授業 

 

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。 

 

Read and interpret a variety of mainly philosophical texts to understand the connection between the perspectives of people and 

society and the ideas of education. 

 

授業の内容（Course Contents） 

教育は、人間が自己を形成するための助けとなるものであると考えられています。しかし、この場合「自己」とはどのようなもので

しょうか。社会に貢献する人材かもしれませんし、自律的な判断と行動の主体かもしれません。答えは背景にある考え方によって

変わってきそうです。したがって、教育の目的と効果・結果について議論するためには、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。 

 

Education is considered to be something that helps people form their own self. But what is "self" in this case? It may be a 

human resource who contributes to society, or it may be the subject of autonomous judgment and action. The answer is likely 

to change depending on the underlying ideas. Therefore, in order to discuss the purpose, effects, and results of education, we 

need a solid perspective about society and people. In this course, we will look at literature from ancient times to modern times 

(mainly in Western philosophy), read and interpret its views of people and society, and examine the link with education. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業全体のイントロダクション 

2. ソフィストとソクラテスの人間論 『ソクラテスの弁明』他の対話編を読む 

3. プラトンの倫理学と教育論 『国家』他の対話篇を読む 

4. アリストテレスの倫理学 『ニコマコス倫理学』を読む 

5. アリストテレスの教育論 『政治学』他を読む 

6. 「啓蒙」という概念について 

7. ルソーの人間論 『人間不平等起源論』を読む 

8. ルソーの社会論  『社会契約論』を読む 

9. ルソーの教育論  『エミール』を読む 

10. カントの倫理学  『人倫の形而上学の基礎づけ』『実践理性批判』を読む 

11. カントの教育論 「啓蒙とは何か」 『教育論』講義を読む 

12. フーコーの近代社会論 『狂気の歴史』 『言葉と物』を読む 

13. フーコーと現代 『監獄の誕生』『性の歴史』を読む  

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） 

レポート試験(Report Exam)(100%) 

【変更前】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. プラトン、2012、『ソクラテスの弁明』、光文社古典新訳文庫 



 

 - 74 - 

2. プラトン、1979、『国家』（上・下）、岩波文庫 

3. 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 

4. ルソー、1962-4、『エミール』(上・中・下)、岩波文庫 

5. カント、2000、2002、『カント全集』（第 7 巻、20 巻）』、岩波書店 

6. フーコー、1977、『監獄の誕生』、新潮社 

他の参考文献（上に挙げた文献の原典や別の翻訳を含む）は講義中に指示します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

【オンライン配信スケジュール】 

第 1 回：9 月 22 日 

第 2 回：9 月 29 日 

第 3 回：10 月 6 日 

第 4 回：10 月 13 日 

第 5 回：10 月 20 日 

第 6 回：10 月 27 日 

第 7 回：11 月 10 日 

第 8 回：11 月 17 日 

第 9 回：12 月 1 日 

第 10 回：12 月 8 日 

第 11 回：12 月 15 日 

第 12 回：12 月 22 日 

第 13 回：1 月 12 日 

第 14 回：1 月 19 日 

 

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） 
古代ギリシア・ローマ世界への扉 

担当者名 

（Instructor） 
小坂 俊介(KOSAKA SHUNSUKE) 

学期 

（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） 

古代ギリシア・ローマの歴史と社会に関する知識を、現代日本との比較を意識しつつ習得する。「歴史への扉」となりうる事物が

私たちの身の回りにあふれていることを理解する。 

 

Students are expected to acquire knowledge of the ancient Greek and Roman worlds and history. Comparing our society to the 

ancient Greek and Roman worlds, students are expected to understand that a door to history is always close by. 

 

授業の内容（Course Contents） 

毎回、私たちにとってなじみ深く、古代ギリシア・ローマ時代にもすでに存在していたトピック・事物を取り上げ、古代ギリシア・ロー

マ世界を詳しく紹介・説明する。取り上げる予定のトピックは「授業計画」欄に記載してある通りだが、受講者の興味・関心・リクエ

スト次第で取り上げるトピックを変更する可能性がある。 

 

 

This course focuses on explaining the ancient Greek and Roman worlds. Topics to be discussed are things that are familiar to 

us and that had already existed in ancient society in a different form. Although the topics are presented as following the course 

schedule, they might change according to the interests or requirement of students.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 古代ギリシアの基礎知識 

3. 古代ローマの基礎知識 

4. 古代ローマの学校 

5. 都市ローマの建築 

6. 古代ローマの家族 

7. 女性と政治 

8. 医者と医術 

9. 病院 

10. 災害 

11. 暴動 

12. 旅行 

13. カレンダーと祝祭 

14. 初期キリスト教とローマ帝国 

 

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

予習として、授業時に配布するプリントに示された文献を読み、内容をメモしておく。また、他に授業テーマに関連するであろう文

献があれば書誌情報と内容をメモしておく。復習として、予習で作成した文献メモと授業内容のノート・メモ類を比較し、共通点・相

違点を把握することで、古代ギリシア・ローマ世界に関する理解を更に深める。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

ワークシート（授業内課題・コメント）(100%) 

【変更前】筆記試験(Written Exam)70%, 平常点(In-class Points)30% (リアクションコメント 30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

テキストは特に指定しない。授業の各回で資料を配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 長谷川岳男, 樋脇博敏、2004、『古代ローマを知る事典』、東京堂出版 (ISBN:9784490106480) 

2. 周藤芳幸, 村田奈々子、2000、『ギリシアを知る事典』、東京堂出版 (ISBN:9784490105230) 
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授業時に文献リストを配布する。第 1 回では授業全体と第 2 回に関連する文献リストを配布し、第 2 回以降は各次回の授業に関

連する文献リストを配布する。ただし、適宜追加の文献リストを配布する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

・資料の配布、リアクションペーパーの提出などに Blackboardを使用する予定である。 

・一度ゲストスピーカーをお招きしてお話しいただくことを予定している。 

 

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） 
ローマ共和政末期の政治史研究 

担当者名 

（Instructor） 
丸亀 裕司(MARUGAME 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） 
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） 

ローマ共和政末期の政治の特徴を理解するとともに、歴史研究の方法や歴史学という学問のあり方を学ぶ。 

 

To understand the character of the politics in the late Roman republic and to learn the method and the nature of the historical 

research. 

 

授業の内容（Course Contents） 

共和政期のローマでは、法案の採決や公職者の選挙は市民の投票によって実施されていた。この講義では、重要な出来事や人

物に注目しながら、ローマ共和政末期の政治の特徴や、当時の市民の政治参加の実態を検討する。その際、史料や先行研究の

見解も参照することで、歴史研究の方法にも触れていきたい。 

 

Under the Roman republic, Roman citizens participated in politics through voting in the assemblies, by which the bills were 

passed and the magistrates elected. In this lecture, we consider the character of the politics and the realities of the citizen's 

political participation in the late republic, focusing on the important events or persons. Along with this, we would also refer to 

the sources that tell us the past and the arguments by modern scholars in order to learn the method of historical research. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション：授業の進め方と概要 

2. ローマ共和政の政治制度①：公職者と元老院 

3. ローマ共和政の政治制度②：民会 

4. ローマ共和政末期の政治をめぐる研究動向①：かつての正統学説 

5. ローマ共和政末期の政治をめぐる研究動向②：最近の研究動向 

6. グラックス兄弟と共和政末期のはじまり 

7. マリウスとローマ軍 

8. 独裁官スッラの改革とそれへの反動 

9. 軍隊指揮官ポンペイウス 

10. 弁論家キケロ 

11. 選挙運動 

12. カエサルの台頭 

13. 共和政末期の内乱と帝政の成立 

14. まとめ 

 

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

配布資料やノートを読み直し、前回までの授業内容をしっかり復習した上で授業に臨むこと。また、授業で紹介する参考文献など

を読み、授業内容についての理解を深めるよう努めること。  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(70%)/リアクションペーパー(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特に指定しない。 

 

参考文献（Readings） 

授業中に適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 



 

 - 78 - 

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） 
「住む」ことから戦後史を学ぶ 

担当者名 

（Instructor） 
沼尻 晃伸(NUMAJIRI AKINOBU) 

学期 

（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） 

「住む」という日常史的観点から、第二次大戦後の日本史を理解する 

 

This course aims to teach modern Japanese history from the viewpoint of everyday life, especially living. 

 

授業の内容（Course Contents） 

第二次大戦後の日本における「住む」ことの歴史に関して、それを単なる住宅供給の歴史として捉えるのではなく、人々はどのよ

うに快適な生活環境を作ってきたのかという点に注目して概説します。その際に、生活困窮者や障がい者、在日外国人などにと

っての「住む」ことの歴史にも注目します。 

 

The course will introduce the history of living in Japan after World War II, not focusing on the history of the housing supply but 

rather on how people have created a comfortable living environment. It will also draw attention to the history of impoverished 

sections of the society, people with disabilities, and foreigners living in Japan. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. この授業の問題関心 

2. 戦後改革と「住む」ことの変化 

3. 高度経済成長と「住む」こと（１） 

4. 高度経済成長と「住む」こと（２） 

5. 高度経済成長と「住む」こと（３） 

6. １９７０年代〜１９８０年代の変化（１）ーー革新自治体と「住む」こと 

7. １９７０年代〜１９８０年代の変化（２）ーー企業社会化と「住む」こと 

8. １９７０年代〜１９８０年代の変化（３）ーー消費社会化と「住む」こと 

9. １９７０年代〜１９８０年代の変化（４）ーーまとめ 

10. 新自由主義の展開と「住む」ことの変容（１）ーー1990〜2000 年代 

11. 新自由主義の展開と「住む」ことの変容（２）ーー1990〜2000 年代 

12. 新自由主義の展開と「住む」ことの変容（３）ーー1990〜2000 年代 

13. 戦後史を見通しての総括 

14. 理解度の確認 

 

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

戦後史は既に７０年以上が経過していますが、高校までの勉強では戦前日本の近代史は取り上げていても、戦後の７０数年の歴

史に関しては、あまり学んでこなかった人が多いと思います。その意味で、戦後史の大まかな流れは、各自予習してきてくださ

い。また、初めて学ぶ内容が多いと思うので、授業ごとに講義内容の復習をおこない、不明な点は早めに質問してください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート提出１回目(40%)/レポート提出 2 回目(40%)/出席とリアクションペーパー(20%) 

授業の理解度を確認するレポート提出を、２回求めます。<BR>【変更前】筆記試験(Written Exam)60%, 平常点(In-class 

Points)40% (レポート（２回）40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特になし。 

 

参考文献（Readings） 

1. 森武麿ほか、2002、『現代日本経済史 新版』、有斐閣 (ISBN:4641159017) 

2. 大門正克、2011、『Jr. 日本の歴史 ７ 国際社会と日本』、小学館 (ISBN:9784092930179) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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授業中の私語や、やむを得ない事情を除く授業の早退は、ご遠慮願います。 

 

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） 
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。 

 

Through an understanding of the society and life culture of Medieval and Early Modern Europe, which are different in the dual 

senses of era and region, students will gain a stance to position and grasp history and culture in its context. In addition, 

students will become able to think about upon what kinds of approaches and historical sources they have obtained their 

knowledge about the past. 

 

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。 

 

Taking urban societies in Europe from the Middle Ages to Early Modern times as examples from various angles, we will study the 

diversity of societies and cultures from the historical perspective, and also consider the possibilities of various approaches to 

historical research. 

 

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 

4. 中世都市の社会構造と同職組合 

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） 

各回の課題(70%)/期末レポート(30%) 

課題の提出が開講回数の 2/3に達していなければ期末レポートは受け付けない。2020年 6月 8 日付変更 【変更前】平常点

100％（学期中の小レポート 30％×2 回，最終レポート 40％）。備考：学期中の小レポートを 2回とも提出することを最終レポート

提出の条件とする。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 
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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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■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） 
都市から視る日本現代史 

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） 

 今日の日本における地域をめぐる問題の所在とその形成過程を歴史的に理解すること。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。 

 

 Understand the locations of regional problems in Japan today and the process of their formation from a historical perspective. 

In addition, be able to accurately explain such understanding in writing. 

 

授業の内容（Course Contents） 

 グローバル化が喧伝される今日の時代、「東京一極集中」の一方で「地方消滅」論が大きな衝撃をもって迎えられるなど、ローカ

ルな地域は大きく再編されようとしている。そこでは「日本」というナショナルな枠組みも、もはや自明ではなくなりつつある。グロー

バルな利害関係がローカルな地域のあり方を直接規定しつつあるのである。 

 そうした今日の状況が形成される過程を歴史的に理解するために、本講義ではローカルな地域、とりわけ都市の視点から日本

の現代史を論じる。 

 

 In the age of globalization, local regions are starting to be restructured, with the "local decline" theory having a big impact in 

contrast with "Tokyo centralization." The national framework of "Japan" is also becoming less obvious. Global interests are 

directly defining the way of local areas. 

 In order to understand the process by which this current situation has formed from a historical perspective, this course will 

discuss contemporary Japanese history from the perspective of local regions, especially cities. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1.  イントロダクション 

2.  敗戦前後の都市農村関係 

3.  人口の自然増減と社会移動 

4.  「昭和の大合併」と大都市制度 

5.  変容する地域と都市問題(1)―住宅・交通 

6.  変容する地域と都市問題(2)―屎尿処理と上水道 

7.  変容する地域と都市問題(3)―「東京ゴミ戦争」 

8.  変容する地域と都市問題(4)―都市化と教育問題 

9.  都市問題と全国総合開発 

10.  自民党「都市政策大綱」と「列島改造」 

11.  「四全総」と「世界都市」論 

12.  石原都政と「メガロポリス」 

13.  規制緩和と大都市再開発 

14.  グローバル化の時代の都市農村関係 

 

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%)/小テスト(40%)/中間レポート(20%) 

レポートはガイドラインを設定して「論文」に準じる水準で書けるよう指導･評価するので，その覚悟をもって履修すること。 

 

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｡ 
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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)） 

 

 

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） 
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。 

 

Students will study the method of understanding and describing about the regions with different angles. Students will find out 

their data and documents, then reach to integrate them.  

 

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。 

 

Students will find out the fundamental way to approach, to set up their theme and to collect data for regional studies. Student 

will make their presentation and make up their reports as their assigned part in their theme to use data and documents. 

 

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. 宮内泰介、2008、『自分で調べる技術』、岩波書店 

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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■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） 
現代アフリカの諸問題をフィールドワークする 

担当者名 

（Instructor） 
橋本 栄莉(HASHIMOTO ERI) 

学期 

（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） 

現代アフリカが抱える諸問題を、文化人類学的視点から読み解くことを目指す。具体的には、フィールドワークの方法論、民族と

歴史、紛争と難民、若者とライフコースなどのテーマについて、文化人類学の理論や教員のフィールド経験などを参照しながら理

解を深める。 

 

In this class, we will learn the problems of modern Africa from a cultural anthropological perspective. Specifically, we will study 

fieldwork methodologies, ethnicity and history, conflicts and refugees, youth and life courses, and other topics with reference to 

theories of cultural anthropology. 

 

授業の内容（Course Contents） 

日本社会において、アフリカは紛争や貧困、難民といった「問題」とセットで語られることが多い。その一方で、実際にそこに生きる

人々が何を考え、どのようにさまざまな問題に対処しているのかが報じられることは極めて少ない。文化人類学のフィールドワー

クは、対象社会に暮らす人々の視点から世界を捉えることを目指す。本授業では、フィールドワークにもとづき、アフリカの民族紛

争や難民、若者たちの新たな像を提示することによって、文化人類学・地域研究の可能性を探究する。 

 

In Japanese society, Africa is often described as a set of "problems" such as conflict, poverty and refugees. However, very few 

people report what people living there actually think and how they deal with various problems. Anthropological fieldwork aims to 

capture the world from the perspective of people living in the target society. This class explores the potential of cultural 

anthropology and area studies by presenting some other images of African ethnic conflicts, refugees and youth based on 

fieldwork. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 文化人類学とフィールドワーク（１）：他者を知る技法 

3. 文化人類学とフィールドワーク（２）：フィールドワークの実際 

4. アフリカの民族と歴史（１）：植民地統治から国家の独立まで 

5. アフリカの民族と歴史（２）：国家と地域社会 

6. アフリカの「民族紛争」をフィールドワークする（１） 

7. アフリカの「民族紛争」をフィールドワークする（２） 

8. アフリカの難民（１）：「難民問題」とは誰の「問題」か 

9. アフリカの難民（２）：難民の暮らしと文化 

10. アフリカの難民（３）：自助組織の機能と可能性 

11. アフリカの若者とライフコース（１）：「若者」とは誰か 

12. アフリカの若者とライフコース（２）：若者の身体と社会 

13. アフリカの若者とライフコース（３）：現代の若者が抱えるジレンマ 

14. まとめ 

 

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

授業の前に、授業内容とかかわる事件や問題についてニュースなどで調べてくること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

小課題(30%)/小課題(30%)/最終レポート(40%) 

平常点（小課題①＋小課題②＋期末レポート） 

【変更前】筆記試験(Written Exam)80%, 平常点(In-class Points)20% (リアクションペーパー20%) 

 

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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■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） 
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） 

東南アジアの国々は、多様な文化・文明の影響を受けながら、国家を形成ししてきたことをふまえ、個々の国における教育の営

みの役割や課題を考察することを目的とする。 

 

For Southeast Asian countries, we will aim to consider the role and issues of education in each country, taking into 

consideration the formation of the state under the influence of diverse cultures and civilizations. 

 

授業の内容（Course Contents） 

この授業では、東南アジアの国々が、多様な文化や文明の影響を受けながら、国家を形成してきた経緯を学ぶとともに、教育の

役割や課題を考えていく。 

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、

国民の教育を行ってきたのか、他国との比較を通して考える。 

 

In this course, students will learn the background to how Southeast Asian nations were formed under the influence of diverse 

cultures and civilizations and consider the role and issues of education. 

In particular, we will focus on the case of Indonesia, which is a large country, and consider how it formed as a nation and how it 

has educated its people while being influenced by domestic and foreign cultures and civilizations through comparison with other 

countries. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入：東南アジアを理解するために 

2. 国民国家以前の東南アジア１ 

3. 国民国家以前の東南アジア２ 

4. 東南アジアの植民地化１ 

5. 東南アジアの植民地化２ 

6. 植民地時代の教育１ 

7. 植民地時代の教育２ 

8. 国民国家の形成と言語 

9. 国民国家の形成と宗教 

10. 国民国家の形成と教育 

11. 東南アジアのイスラーム教育の展開１ 

12. 東南アジアのイスラーム教育の展開２ 

13. 民主化、グローバル化への対応 

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本事項は事前に学んでおくこと 

・授業時に紹介する参考文献をよく読むこと。 

 

  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

リアクションペーパー(30%)/中間レポート(30%)/最終レポート(40%) 

【変更前】筆記試験(Written Exam)100% 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 
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参考文献（Readings） 

1. 小川忠、2016、『インドネシア イスラーム大国の変貌』、新潮社 (ISBN:978-4-10-603792-4) 

2. 増原綾子他、2018、『はじめての東南アジア政治』、有斐閣 (ISBN:978-4-641-15058-4) 

その他の参考文献は、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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■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） 
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。 

 

(1) Based on a basic understanding of lifelong learning theory, students will understand the meaning of facing different cultures 

and languages, and the role of the "Right to learn" and "Right to language" as basic human rights. 

(2) Students will read the nature of the presented texts and tasks and develop the skill to discuss them based on objective data 

and facts. 

(3) Improve critical thinking skills and develop presentation skills. 

 

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。 

 

Our task will be to face the problems of different cultures, languages, ethnicities, poverty, and disparities from the viewpoint of 

multicultural and multiethnic coexistence education, based on the concept of lifelong learning and its theoretical achievements. 

To extend the accumulation of the nation's theory of education rights accumulated so far to the theory of education rights for 

minorities including indigenous peoples, and to obtain clear indicators on what the issues are from an international perspective. 

At that time, we will examine the language policy and lifelong academic ability policy of each country, and compare their 

progress with Japan, aiming to gain a structural understanding of the way of lifelong learning. 

 

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） 

レポート(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%) 
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2020 年 6 月 8 日付変更 【変更前】平常点 100％（発表 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） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

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。自分をとりまく宗教文化の存在について、客観的な把握と理解を可能にす

る視点の構築を目指す。 

 

Acquire basic knowledge about various religious cultures. Aim to construct a perspective that enables students to grasp and 

understand the existence of religious culture that surrounds us objectively. 

 

授業の内容（Course Contents） 

この授業ではまず、主要な宗教伝統に関して、それぞれの歴史的な経緯や特徴などの基礎的な宗教文化知識について確認をし

ていく。そのうえで、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

をとらえていきたい。なお、授業計画は若干変更することもある。 

 

In this course, we will first confirm basic religious cultural knowledge such as the historical background and characteristics of 

each of the major religious traditions. Based on this, I would like to deepen students' understanding of the existence of various 

religious cultures that surround us and grasp the religious phenomena that we can see in our relationship with society. Note 

that the lesson plan may change slightly. 

 

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. 唯一神信仰の大きな流れ（４） 

6. アジアにおける仏教の変容と展開（１） 

7. アジアにおける仏教の変容と展開（２） 

8. アジアにおける仏教の変容と展開（３） 

9. 近代日本以降の宗教状況（１） 

10. 近代日本以降の宗教状況（２） 

11. 近代日本以降の宗教状況（３） 

12. 現代社会のなかの宗教文化（１） 

13. 現代社会のなかの宗教文化（２） 

14. 現代社会のなかの宗教文化（３） 

 

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

特に必要な際には授業時に指示するが、各回で取り扱う宗教伝統に関しては高校の歴史教科書等において該当箇所を見ておく

と授業内容は理解しやすい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業時に出す複数の課題(45%)/中間レポート(30%)/最終テスト(25%) 

中間レポートを実施する。レポート課題は、授業期間中に提示するが、参考文献（WEB シラバス）に掲げた『グローバル現代社会

論』をもとにする予定。レポート提出期日は学期末ではなく、中間的な日程になるので注意すること（授業の中で伝達する）。 

【変更前】筆記試験(Written Exam)60%, 平常点(In-class Points)40% (中間レポート 25%授業時に提出するコメントペーパーの内

容,15%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 山田真茂留編著、2018、『グローバル現代社会論』、文眞堂 

毎回の授業では使用しないが、中間レポートの課題図書とする。 
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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) 

2. ロバート・キサラ、永井美紀子、山田真茂留編、2007、『信頼社会のゆくえ 価値観調査に見る日本人の自画像』、ハーベスト

社 (ISBN:4938551933) 

3. 山田真茂留編、2018、『グローバル現代社会論』、文眞堂 (ISBN:4830950056) 

授業時に配布する資料の中でも適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業は講義形式で行なう。授業内では映像資料は使用しない。 

 

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） 
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 2018 年で 100 年を迎えた。次なる 100 年に向けて、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。 

 

Rikkyo University moved its campus from Tsukiji to Ikebukuro in 1918 (Taisho 7) and celebrated the 100th anniversary in 2018. 

Looking to the next 100 years, students will learn the history and culture, etc. of Ikebukuro (Toshima Ward) where the university 

is located, and deepen their understanding of the area that they travel through everyday. 

 

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。 

 

The current Yamanote Line station was opened in Ikebukuro, which was a suburb, in 1903 (Meiji 36). Then, after the Great 

Kanto Earthquake and war damage, etc., it gradually became urbanized and developed to now occupy one part of Tokyo's 

subcenter. In this course, we will focus on historical and cultural resources about Ikebukuro (Toshima Ward) and learn about 

some case studies. We hope to provide an opportunity for students to get to know the place where they spend their student life 

and deepen their interest and understanding in the community. 

 

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、関連する演劇や映画、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)(70%)/授業後のリアクションペーパー(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

教科書の指定はありません。毎回の授業時にプリントを配布します。 

 

参考文献（Readings） 

『池袋学講演録』2014～17 年度（全 4 冊）。『池袋学講演録』は、立教大学図書館 HP内の「立教 Roots」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。 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

講義内で 2 回程度、ゲストスピーカーをお招きしてご講義いただく予定です。 

 

注意事項（Notice） 

本科目は、担当教員の実務経験、または実務に従事するゲスト・スピーカーの招聘講義等を活かした授業である。 
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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） 
生きている痛み―日常と言葉、文化と歴史のなかの痛み 

担当者名 

（Instructor） 
南谷 奉良 (MINAMITANI YOSHIMI) 

学期 

（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） 

誰の生にもありふれた、しかし言語化や数値化、共有が困難な「痛み」という経験・事象を人文学の見地から再考する。講義内容

を通じて、実際に人間や動物が体験・遭遇している〈生きている痛み〉を日常と言葉、文化と歴史のなかから発見し―その複雑さ

と未知性に直面した上で―その意義や役割、伝達可能性に対する理解を深めることを目的とする。 

 

Review the experience/event of “pain,” which is difficult to put into words, quantify, and share despite being common in 

everyone’s life, from humanities perspective. The objective is to identify the  <living pain> actually experienced/encountered 

by humans and animals from daily lives, words, culture, and history, and while acknowledging its complexity and unfathomable 

nature, gain deeper understanding of the significance, roles, and communicability. 

 

授業の内容（Course Contents） 

「痛み」という経験・事象は歴史的にどのように人間や動物に生きられ／与えられ／耐えられ、どのように理解・表現されてきたの

か。「痛み」にはどのような種類があり、人間や動物が生きる上でどのような意味と役割を有しているのか。主に英語圏の小説、

絵画、映画、新聞・雑誌記事、エッセイ・批評、音楽を通して、痛みの諸問題を考察する。 

 

How has the experience/event of pain been historically imposed on/endured by humans and animals, and how has it been 

understood/expressed? What types of pain exist, and what meanings and roles do they have on the lives of humans and 

animals? Various issues concerning pain will be considered through mainly English language novels, paintings, cinema, 

newspaper/magazine articles, essays, reviews, and music. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション（授業内容・成績評価方法の説明） 

2. 張り裂ける心の痛み― Life of Pi  (novel: 2001, film: 2012) [Film] 

3. 痛みの古典的モデルと「２つの痛みの神話」―David B. Morris, The Culture of Pain (1991) 

4. 痛みの視覚的表象―George Cruikshank, Henry Bunbury, James Gillray 

5. 動物の痛み―George Orwell, "Shooting an Elephant" (1936) 

6. 動物の痛み―Ernest Hemingway, "An African Story" (1954) 

7. 女性の痛み―Samuel Warren, "Cancer" (1830); Ernest Hemingway, "Indian Camp" (1924)  

8. 女性の痛み―Summer Brennan, High Heel (2019)  

9. 他者の痛みを想像・共有する困難―Elaine Scarry, "The Difficulty of Imagining Others" (1999) ―Black Museum (2017) 

[Film]  

10. 痛みを言語化することは可能か？―Richard Selzer, "The Language of Pain" (1994); David Biro, Listening to Pain: Finding 
Words, Compassion, and Relief (2011)  

11. 未知の痛みと未知の言葉―James Joyce, A Portrait of the Artist as a Young Man (1916); Virginia Woolf "On Being Ill" 

(1926)  

12. 痛みを引き受けること―The Gospel Road: A Story of Jesus (1973) [Film] ; Johnny Cash, "Hurt" (2002)；The Passion of 
the Christ (2004) [Film]  

13. 心の痛みの麻痺―Jurassic World (2015) [Film]  

14. 最終テスト＋「痛み」に関する文献紹介・資料調査の方法とレポートの書き方 

 

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

予習として、指定された文献や作品を授業前に読み、復習として、講義内で配布・閲覧した資料や視聴覚素材を見返し、関連文

献とともに各自の関心を広げること。 

 

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)(40%)/授業内に指示した提出物(30%) 
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テキスト（Textbooks） 

英語圏の文献を中心に扱うが、基本的に原文と日本語訳を配布する。映画作品は各自で鑑賞しておくこと。 

 

参考文献（Readings） 

1. ディヴィッド・B・モリス、1998、『痛みの文化史』、紀伊國屋書店 

2. 伊東剛史, 後藤はる美（編著）、2017、『痛みと感情のイギリス史』、東京外国語大学出版会 

3. ナショナル・ジオグラフィック、2019、『「痛み―その正体と治療法を探る」 2020年 1 月号』、日経ナショナルジオグラフィック社 

4. 現代思想 2011 年 8 月号、2011、『特集『痛むカラダ―当事者研究最前線』』、青土社 

5. Elaine Scarry. 1985. The Body in Pain: The Making and Unmaking of the World. Oxford UP 
6. David Biro. 2011.  Listening to Pain: Finding Words, Compassion, and Relief. W. W. Norton 

7. Joanna Bourke. 2014. The Story of Pain: From Prayer to Painkillers. Oxford UP 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

・パワーポイントと視覚教材、現物資料を通じて講義を行う。 

・他の学生の聴講を妨げる私語が見られる場合、教室からの退出を命じることがある。 

・講義中に指名し、意見や疑問点を求める場合がある。 

・資料の配布、課題の提出などに Blackboard を使用する。 

・レポートに必要な文献を入手し、適切な引用表記法を学ぶアクティブ・ラ―ニングを行う。 

・参考文献やレポートの書き方については立教時間上で示す。 

 

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。 

 

We will decipher how Nietzsche, the 19th-century philosopher, accepted and interpreted ancient Greek culture, and how this 

interpretation influenced Nietzsche's own philosophy. We will pursue the meaning of learning different cultures through this act 

of deciphering. 

 

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。 

 

In the classes, first of all, we will decipher Nietzsche's acceptance and interpretation of the Greek spirit, focusing on "The Birth 

of Tragedy". At that time, we will focus on grasping the concept of "the Dionysian". Next, we will decipher the contents of 

Nietzsche's core idea, eternal return, mainly through "Zarathustra". Finally, we will clarify the relationship between "Pessimism 

of Strength", derived from the concept of "the Dionysian" and the meaning of Nietzsche's "Nihilism" through deciphering the 

third treatise in "On the Genealogy of Morality", and analyze the way in which Nietzsche's early interpretation of the Greek 

spirit influenced his later philosophy. 

 

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 

7. 『ツァラトゥストラ』における永遠回帰思想の伝達１ 講義及び小テスト 

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─禁欲主義的理想の発生について 講義 

12. 『道徳の系譜学』第３論文の解読２─ルサンチマンと疚しい良心について 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四つの作品の内の少なくとも一つを論じること。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. ニーチェ、1966 年、『悲劇の誕生』、岩波文庫 (ISBN:978-4003363911) 
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2. ニーチェ、2018 年、『ツァラトゥストラ』、中央公論新社 (ISBN:4122065933) 

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

【変更前（NO.2）】 

著者名：ニーチェ、書籍名：『ツァラトゥストラ』、出版社：中公文庫、出版年：1973 年、ISBN/ISSN：978-4122000100 

 

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. ソポクレス、1973 年、『コロノスのオイディプス』、岩波文庫 (ISBN:978-4003210536) 

4. 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) 

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) 

ギリシア悲劇に関しては、『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 

 

In this course, the aim is for students to acquire the following perspectives necessary to coexist with others in 21st century 

society where globalization is advancing. 

1. Revised perspective of the own-culture-centered attitude 

2. A cultural relativistic perspective that seeks to understand different cultures, recognizing that every culture has its own 

semantic system 

3. A perspective that respects one's own traditional culture (including embodied knowledge and traditional techniques) based on 

cultural relativism 

 

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。 

 

We naturally acquire the cultural values of the society we have grown up with and grasp different cultures through it. In this 

lecture, we will aim to start from becoming aware of such own-culture-centered thinking hidden in people, look at diverse 

cultures, and finally make relative and re-evaluate the fact that "common sense = normal behavior" in our own culture. In 

modern society where globalization is advancing and the need for "understanding different cultures" has been advocated, we 

would like students to learn cultural anthropology, which is the study of "knowing different cultures and making one's own 

culture relative." 

 

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. 異民族の共存：多様なエスニック・グループが存在す社会を事例に多文化共生を考える。 

13. 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。 

14. 文化の多様性と普遍性：まとめにかえて。 
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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） 

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

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。 

【変更前】筆記試験(Written Exam)70%, 平常点(In-class Points)30% (リアクションペーパー30%) 

 

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。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

状況に応じて多少シラバスの内容を変更する場合がある。 

 

注意事項（Notice） 
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■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。 

 

Students will learn the history and knowledge of human rights thought and develop the ability to think about the problems of 

diverse inequality and discrimination in modern society. 

 

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

ても有名な話である。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。 

 

Although "human rights" is considered to be a universal concept, it is very famous that "human rights of women" were 

excluded at the beginning of the process, which was mainly invented by white men. In this course, after first grasping the 

historical background of "human rights," we will take up specific problems in modern society, and give an overview of how each 

problem intersects with human rights and how human rights thought has developed. Through this course, students will develop a 

keen sense and imagination about the issues of social inequality and discrimination that are (said to be) difficult to see in 

everyday life. 

 

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. 労働と人権（１） 

11. 労働と人権（２） 

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） 

毎授業時のリアクションペーパー(50%)/第 1 回ミニレポート(25%)/第 2 回ミニレポート(25%) 

締切を過ぎてのリアクションペーパーの提出は受け付けない。事情がある場合は担当教員に必ず連絡をすること。 

【変更前】筆記試験(Written Exam)70%, 平常点(In-class Points)30% (リアクションペーパー兼出席票 30%) 

 

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） 
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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） 

じぶんごととして、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」を問いなおそう 

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。 

 

In this class, the aim is that students become aware of gender and sexuality issues that bind us all on the premise of acquiring 

basic knowledge about human rights, especially "gender and human rights," and face issues in contemporary society with 

problem-awareness. 

 

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。 

 

Do you think that you have nothing to do with gender, such as "discrimination," and you don't need to think about 

discrimination or gender and sexuality? Gender and sexuality issues in modern society are at the point of being "invisible," and 

exist in various "educational" places such as school education, social education, and family education, etc. that we have all 

experienced so far and in daily life. And we grow up while "learning" those problems. In this class, the aim is that students first 

become aware of gender and sexuality issues that bind us, and then face issues in "society" with problem-awareness. 

 

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）「LGBT」=性の多様性？？？ 

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？～「炎上」と「人権」の関係性～ 

11. 「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～ 

12. 「まなざし」を問う （２）クィアペダゴジーと〈性〉 

13. 「まなざし」を問う （３）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） 

授業内で書いてもらうコメントや感想内容(35%)/中間課題(25%)/最終テスト(Final Test)(40%) 

受講者数を勘案して、個人・グループワークを取り入れる場合もあります。また、中間・最終課題は、知識の暗記ではなく、自分の

思考を整理し、論述すること求めます。 

 

テキスト（Textbooks） 
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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. 高橋哲哉、2012、『犠牲のシステム 福島・沖縄』、集英社 

3. 2015、『季刊セクシュアリティ 72 特集 性教育実践のためのキーワード 51』、エイデル研究所 

4. 渡辺大輔、2018、『性の多様性ってなんだろう? (中学生の質問箱)』、平凡社 (ISBN:4582837808) 

テキストや授業内で配布するレジュメ・資料は、中間・最終課題で利用していただきます。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. 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 

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 

5. パウロ・フレイレ、2011、『被抑圧者の教育学―新訳』、亜紀書房 

6. 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 

 

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「じぶんごと」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 

オンデマンド授業 

 

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。 

 

Through learning and experiencing deaf people and sign language, students will acquire new perspectives for thinking about 

symbiotic society. 

 

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。 

 

We will consider deaf people as language and cultural minorities, sign language as natural language, and look at the mechanisms 

and structures specifically. We also deal with the relationships between deaf people, sign language and society from the aspects 

of education, law, and human rights, etc. 

 

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)） 

【オンデマンド授業  配信スケジュール】 
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第 1 回 9 月 22 日 

第 2 回 9 月 29 日 

第 3 回 10月 6 日 

第 4 回 10月 13 日 

第 5 回 10月 20 日 

第 6 回 10月 27 日 

第 7 回 11月 3 日 

第 8 回 11月 10 日 

第 9 回 11月 17 日 

第 10 回 11 月 24 日 

第 11 回 12 月 1 日 

第 12 回 12 月 8 日 

第 13 回 12 月 15 日 

第 14 回 12 月 22 日 

 

【変更前】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。 

 

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。 

 

Improve understanding of Philippine society by learning the basics of Tagalog, one of the main languages of the Philippines. 

 

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（focus）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。その

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の社会と文化の諸側面

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。 

 

Learn basic Tagalog grammar and gain an understanding of its inherent structure. The goal is for students to understand the 

basic relationship between focus and verb types, which is characteristic of verbs in particular. For that purpose, students must 

acquire the necessary vocabulary and verb usage. We will conduct quizzes for confirmation during classes. While understanding 

grammar is the main pillar, we would like to introduce language issues and other aspects of Philippine society as far as time 

allows. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入：フィリピンの歴史・文化と言語 

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 Maki、,Makipag など 

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） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 大上正直、2003、『フィリピノ語文法入門』、白水社 (ISBN:4-560-00585-0) 

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 (ISBN:4-7958-2993-4) 
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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。 

 

Students will learn the art and thought of ancient Greece and gain a perspective to understand European culture that originated 

from it. 

 

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。 

 

The art and thought of ancient Greece are the roots of European culture, and continue to be the source of its culture today. In 

this course, we will present the problems at the beginning by having students retell the knowledge about European culture in 

their own words in order to make it a living education. Lectures will be given on these problems, and students will create short 

reports as responses to the problems. A small report will be submitted a total of six times every other week from the third 

class. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション  

2. ミュトス ギリシア・ローマ神話  

3. プシュケーとソーマ 古代ギリシアの人間観 

4. 古代ギリシア悲劇① なぜ悲劇なのか 

5. 古代ギリシア悲劇② 『オイディプス王』のメッセージ 

6. ロゴス 存在の探究 

7. ピュシス ヨーロッパの自然観 

8. フィロソフィア 知を愛し求めるということ 

9. カロカガティア よく生きるということ 

10. イデア 認識論の源流と発展 

11. エピステーメー 科学とは何か 

12. ディカイオシュネー 正義論の源流と発展 

13. アレテー 倫理学の源流と発展 

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。また、授業内容の復習とあわせて、授業中に配

布する資料を精読し、授業中に提示するブックガイドにしたがって文献研究を行うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

期末レポート(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。 

【変更前】平常点(In-class Points)100% (最終テスト(Final Test)40%小レポート（10％×6 回）,60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 
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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. 古東哲明、2015、『ハイデガー＝存在神秘の哲学』、講談社現代新書 (ISBN:406149600X) 

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)） 

基本的にはパワーポイントを使用した講義形式だが、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る。 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 

 - 112 - 

■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） 

ラテンアメリカの人種差別の歴史をつうじて、日本の人種差別を考える。 

 

Thinking about racism in Japan through the history of racism in Latin America. 

 

授業の内容（Course Contents） 

最初に、ラテンアメリカの人種差別の歴史を学んだあと、日本にあてはめて講義します。 

 

First, after learning about the history of racism in Latin America, we will apply it to Japan in the lectures. 

 

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１－混血すれば人種差別はなくなるか？ 

4. 混血の功罪２－「白い黒人」は黒人か？ 

5. 何が差別か？１－階級の問題か人種の問題か？ 

6. 何が差別か？２－差別かユーモアか？ 

7. 何が差別か？３－不満か格差か？ 

8. 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） 

9. 黒人運動２－黒人からアフリカ系子孫へ（現代） 

10. 黒人運動３－国際機関のやくわり 

11. 日本の人種１－戦前、日本人は混血だった 

12. 日本の人種２－戦後、混血から単一民族へ 

13. 日本の人種差別１－アイヌは先住民か？ 

14. 日本の人種差別２－沖縄基地問題は人種差別か？ 

 

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)） 

映像資料 第 2－4 回「ジンガ」（2005 年／ブラジル）、第５－８回「Bus 174」（2002 年／ブラジル）、第９－１０回「世界の小さな国

－南北アメリカ」（2007 年／日本）、第１１回－１４回「汚れた心」（2011 年／ブラジル） 

 

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） 
イスラム圏における知の営みと言語 

担当者名 

（Instructor） 
中西 悠喜(NAKANISHI YUKI) 

学期 

（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） 

イスラム圏で発展した知の営みにかんして基本知識をおさえる。さらにその根幹にある（とされる）アラビア語という言語にじかに

ふれることで、イスラム文化への関心も深める。 

 

The course aims to highlight the most relevant aspects of the intellectual history of the Islamicate heartlands. By directly 

introducing the basics of the Arabic language, which (allegedly) forms the core of its culture, this course aims to intensify the 

interest of the students in the cultural and intellectual aspects of Islam. 

 

授業の内容（Course Contents） 

7 世紀初頭にイスラム教が誕生して以来、中東ではイスラム教徒が主導的役割をにない、さまざまな文化が発展した。本講義で

はイスラム文化のもつ多彩な側面を、とりわけアラビア語、さらにはより一般的に「コトバ」に焦点をあてて、概観していく。なお各

回の講義内容と関連づけ、アラビア語にかんするごく初歩的な紹介（文字・文法）も行う予定である。音声・映像資料も活用する。 

 

Since the establishment of Islam in the seventh century in the Near and Middle East, Muslims have played a critical role in 

cultivating culture. This course deals with various aspects of Islamicate culture by focusing on the Arabic language, as well as, 

more generally, on “language” itself. In relation to the topic addressed in each course, it also offers a brief overview of Arabic 

(particularly script and grammar) as the lingua franca of the Islamicate civilization. Audio and visual materials will be effectively 

used. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ユダヤ教・キリスト教とイスラム教：中東の「諸」文化と「諸」言語 

2. 中東文化史 1：古代末期から 13世紀 

3. コーランとアラビア語 

4. コーランと聖書物語 

5. イスラム信仰の多極性：分派の発生と「正統派」の形成 

6. イスラム信仰と空想・驚異：視覚表現を中心に 

7. コトバと人：スンナ派正統神学における意志・決断・再帰 

8. コトバと神：神秘主義における価値転倒のレトリック 

9. 中東ドキュメンタリー鑑賞会 

10. 中東文化史 2：13 世紀から現代 

11. コトバ＝世界の編纂：神による創造とその記述 

12. コトバ＝世界の顕現：絶対者の自己分節と神の名 

13. コトバ＝世界の操作：錬金術・魔術における自然の名と人為 

14. 中東映画鑑賞会 

 

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

参考文献については、予習としてどれかひとつでも目をとおしておくことが望ましいが、義務ではない。また各回の授業でそれぞ

れのテーマに特化した文献をさらに紹介していくが、これらも全て目をとおす必要はない。ただし学期末のレポート試験は主にそ

れらのいずれかにもとづいて書くことになるので、特に興味をもった回の参考文献は授業と並行して読みすすめておくことをすす

める。復習としては、配布資料とノートを再読し、理解を深めてほしい。 

 

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%) 

2/3 以上の出席をしていない場合は、単位取得不可。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 
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参考文献（Readings） 

1. 井筒俊彦、2005、『イスラーム思想史』、中公文庫 

2. 菊地達也（編）、2017、『図説：イスラム教の歴史』、河出書房新社 

3. 竹下政孝、2013、『イスラームを知る四つの扉』、ぷねうま舎 

4. 松山洋平、2017、『イスラーム思想を読みとく』、筑摩書房 

 

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。 

 

We will use the words and phrases of Italian literary works written in the 14th and 16th centuries as clues to deepen students' 

knowledge of Italian Renaissance culture. In addition, we will take representative art works inspired by past texts and consider 

the relationships between words and images. 

 

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をとりあげる。 

 

In the first half of the course, we will take up Italian texts from the 14th to 16th centuries, confirming the outline of Italian 

history. After confirming the grammar and the meaning of the words, students will learn the historical and cultural background 

and deepen their understanding of the content and the spirit of the period. In the second half of the course, as an example of 

the combination of language and visual art, we will take up a work of Renaissance era art created with reference to ancient 

texts. 

 

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・カトリック文化 

11. ローマの美術作品とテクスト（１） 

12. ローマの美術作品とテクスト（２） 

13. ローマの美術作品とテクスト（３） 

14. まとめ 

 

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

西欧の歴史や文化について、参考文献等を参照に基礎的な事柄を学習しておくことが望ましい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

リアクションペーパーの提出およびその精度(30%)/中間課題（2回実施）(40%)/最終課題(30%) 

課題提出は出席確認を兼ねているため、遅れて提出した場合は「遅刻」、未提出の場合は「欠席」扱いとなる。4 回以上欠席した

場合は評価外となる。遅刻は 3回で欠席 1 回に換算する。 

【変更前】筆記試験(Written Exam)50%, 平常点(In-class Points)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） 
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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:978-4-623-07267-5) 

7. 和田忠彦 編、2015、『イタリア文化 55 のキーワード』、ミネルヴァ書房 (ISBN:978-4-623-07268-2) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■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） 
ドイツ語圏の歴史、民族、宗教、地勢との関係における文化 

担当者名 

（Instructor） 
梶谷 雄二(KAJITANI YUUJI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMP2100 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

ドイツ語圏の歴史、民族、宗教、そして地勢との関係でドイツ語圏の文化を理解する 

 

The purpose of this course is to understand the culture in German-speaking sphere in relation to its history, ethnic groups, 

religion, and geography. 

 

授業の内容（Course Contents） 

講義の前半はドイツ語圏の歴史、民族構成、宗教、地勢を明らかにしつつ、そこから生まれた文化との関係を明らかにし、後半で

は、ドイツ語圏のものと知られている文化的事象をいくつか取り上げる。 

 

First half of the course will study the history, ethnic composition, religion, and geography of the German-speaking sphere to 

identify their relationship with the culture it created. Second half of the course will look at several cultural events known to 

belong to the German-speaking sphere. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 地勢とドイツ語圏の文化 

3. 宗教とドイツ語圏の文化 

4. 民族とドイツ語圏の文化 

5. 歴史とドイツ語圏の文化 1 ドイツ 

6. 歴史とドイツ語圏の文化 2 ドイツ  

7. 歴史とドイツ語圏の文化 3 オーストリア 

8. 歴史とドイツ語圏の文化 4 オーストリア 

9. 歴史とドイツ語圏の文化 5 スイス 

10. オーストリアと音楽 

11. ドイツのエコライフ 

12. 親方制度と教育制度 

13. 食べ物と飲み物 

14. スポーツと余暇 

 

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

ドイツ語圏に限らずヨーロッパの地理や国々の位置については、講義の前に基本として心得ておくこと。また、時事的なトピックも

事前に予習しておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(70%)/授業参加度(15%)/リアクションペーパー(15%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

授業中に指示をする 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

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） 
古典主義時代を中心に大革命までのフランス文化の諸相に幅広く触れる 

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、いわゆるフランスらしさと同時

にまたその多様性を考察する。 

 

We will understand the various aspects of French culture while examining and analyzing it based on each period's ideas and 

social background, and consider the country's so-called "France's uniqueness" as well as its diversity.   

 

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」だけではなく、宗教や政治まで幅広く考察の対象とします。配

布する資料プリントのほかにもさまざまな画像・映像資料を利用しながら、「理性」「自然」をキー・ワードとして、大革命にいたるま

でのフランス文化の変遷に多角的に迫っていきます。 

 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します。 

 

We will regard culture as the practice of all human knowledge, and cover not only literary arts and "artworks," but also religion 

and politics in a wide range of subjects. Using various image and video materials as well as distributed print-outs, with "reason" 

and "nature" as the keywords, we will follow the transition of French culture up to the Revolution from diverse perspectives. 

Through this course, we hope that students will have the opportunity to think about the significance of France's unique culture 

and social form, which is different from the environment of Japan where we live, or the American culture students must be 

familiar with. 

   

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 風土から見るフランス 

2. 大革命と政教分離 

3. 大革命と中央集権化 

4. キリスト教の伸展 

5. 異教、異端、魔女狩り 

6. 宗教戦争 

7. 絶対王政と王権 

8. 整形庭園 

9. 古典主義絵画 

10. 宮廷文化 

11. 啓蒙の精神 

12. 崇高の美学 

13. 革命前夜 

14. まとめ 

 

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、事前にプリントを配布する。 

配布資料には入手しやすい文庫本・新書を中心に該当テーマの文献を複数冊あげるので、興味関心に応じて参考にすること。 

 

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 
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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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■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。 

 

Enhance basic education on the topography and culture of Spain. 

 

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。 

パワーポイントを使用した講義形式で、映像や音声資料を適宜活用する 

 

To understand "Spain" as a whole, we will examine the geographical and natural environment, climate, vegetation, farming, 

houses and related literature, music, movies, and languages, etc. 

The lecture format will be based on PowerPoint, and we will use video and audio materials as appropriate. 

 

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） 

レポート試験(Report Exam)(70%)/課題(30%) 

【変更前】筆記試験 60%，平常点 40% ※筆記試験は，履修者が授業の講義メモ・資料を参照しながら（いわゆる全資料持ち込み

可），授業内容の理解度を確認するものです。 

 

テキスト（Textbooks） 

授業前日に，Blackboard 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，両ファイルをダウンロードし，「アウトライ

ン」はプリントアウトして出席してください。 

「資料プリント」はモバイル機器での閲覧用です。 
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参考文献（Readings） 

1. アントニオ・ドミンゲス・オルティス、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 

4. ピエール・ヴィラール、1992、『スペイン史』、白水社（クセジュ文庫） 

 

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） 
芸能・音楽・祭祀からみる中国文化 

担当者名 

（Instructor） 
大江 千晶(OE CHIAKI) 

学期 

（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） 

中国語圏の芸能・音楽・祭祀についての知識を得ながら、それらがどのように現代の人々に受け継がれてきたのか検討し、受講

生の異文化理解を深める。 

 

While acquiring knowledge on Chinese performing arts, music, and rituals, we will examine how they have been passed down to 

the modern people and deepen students' cross-cultural understanding. 

 

授業の内容（Course Contents） 

視聴覚資料を用いて中国・台湾をはじめとする中国語圏の芸能・音楽・祭祀についての知識を得ながら、自国文化との比較を通

して差異や共通点を分析する。時代は限定せず、古代から現代まで幅広く取り上げる。 

 

We will analyze differences and common points through comparison with our own culture while using audio-visual materials to 

gain knowledge about Chinese-language performing arts, music, and rituals in China and Taiwan. We will not limit the period, and 

will cover a wide range from ancient times to the present. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション（授業で扱う内容、成績評価方法など） 

2. 芸能（１）都市部の芸能１ 

3. 芸能（２）都市部の芸能２ 

4. 芸能（３）地方の芸能 

5. 中国語圏の芸能と日本の芸能、ディスカッション 

6. 音楽（１）古代の音楽 

7. 音楽（２）明清の器楽 

8. 音楽（３）少数民族の音楽 

9. 中国語圏の音楽と日本の音楽、ディスカッション 

10. 祭祀（１）現代に受け継がれる祭祀 

11. 祭祀（２）年中行事と民間伝説１ 

12. 祭祀（３）年中行事と民間伝説２ 

13. 中国語圏の祭祀と日本の祭祀、ディスカッション 

14. まとめ、課題発表 

 

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

事前学習：授業時に次回までの準備内容や参考文献を提示する。 

事後学習：受講生の興味に合わせて小レポートを作成する。 

 

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(30%)/ディスカッション参加度、小レポート(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

指定しない 

 

参考文献（Readings） 

授業時に指示する 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

・日本語字幕のない映像や画像資料等を使用するが、中国語既習を前提とはしない。 

・パワーポイントを使用する。 

・グループワークを行うことがある。 
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・視聴覚資料鑑賞後、受講生に簡単な作文、作詞、作画等を課すことがある。 

・授業計画の順序や内容を変更する可能性がある。 

 

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。 

 

The goal is for students to gain a broad understanding of Korean history, society and culture through movies. We will correct 

the prejudices and vulgarities often found in Japan, and understand the aims of Korean civil society that seeks democracy and 

respect for individuals in the Cold War and division. 

 

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、南北分断による権威主義政治の映画や文化に対する影響、韓国の文化の国際性についても考えていき

たい。 

 

We will introduce Korean culture from various viewpoints using Korean movies as materials. I want to take up a broad range of 

themes from historical dramas to contemporary love stories. Also, I would like students to think about the influence of 

authoritarian politics on movies and culture due to the division of the North and South, and the international nature of Korean 

culture. 

 

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. 韓国映画産業のグローバル展開と日韓映画協力 

9. 韓国映画の国際性 

10. 映画で見る植民地期の朝鮮社会 

11. 解放後の韓国映画と表現の自由の制約 

12. 民主化の進展と韓国映画の第 2 の高揚 

13. 韓国映画の中のマイノリティ 

14. まとめ 朝鮮半島についてより広く知っていくために 

 

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) 
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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） 
世界の高大接続はどうなっているか――入試・学力／能力・評価―― 

担当者名 

（Instructor） 
伊藤 実歩子(ITO MIHOKO) 

学期 

（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） 

日本及び海外の高大接続（入試）の方法とその意義や課題を理解し、そのうえで、教育方法学の基本的な用語を使って積極的に

議論し、発表し、論述することができる。 

 

The student understands the methods, significance and issues of connected high school and university (entrance exams) in 

Japan and overseas, and can actively discuss, present, and argue their case using basic terms of teaching methods. 

 

授業の内容（Course Contents） 

どのような高大接続（入学試験・後期中等教育終了資格試験）の方法であれば、適切に学生を選抜することができるか。日本で

は大学が学生を選ぶが、欧米では学生が大学を選択する。後期中等教育終了資格試験が高校側あるいは中央で用意されるの

が一般的である。高校での学びと大学での学修をスムーズに接続する選抜の方法はあるのか。 

授業はこのような問いをもって、受講生の文献講読、発表、議論によって展開される。 

 

What kind of connected high school and university (entrance exams/upper secondary education completion certification exams) 

would make it possible to select students appropriately? In Japan, universities select students, but in the West, students select 

universities. Typically, the upper secondary education completion certification exam is prepared by the high school or centrally. 

Is there a selection method that can smoothly connect high school study and university study? 

In this course, students will read, present, and discuss the literature, based on such questions. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 高大接続とは何か 

3. 高校までで学習したことと、大学で必要とされる能力はどのように評価されるべきか（１） 

4. 高校までで学習したことと、大学で必要とされる能力はどのように評価されるべきか（２） 

5. 高校までで学習したことと、大学で必要とされる能力はどのように評価されるべきか（３） 

6. 大学入試の歴史（１） 

7. 大学入試の歴史（２） 

8. 大学入試の歴史（３） 

9. 世界の入試制度――後期中等教育修了資格試験――（１） 

10. 世界の入試制度――後期中等教育修了資格試験――（２） 

11. 世界の入試制度――後期中等教育修了資格試験――（３） 

12. どのような入試であれば、高大接続を可能にするか（１） 

13. どのような入試であれば、高大接続を可能にするか（２） 

14. まとめ 

 

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

本講義は、予習復習の時間を非常に長く必要とする授業である。たくさんの文献を毎週読んでくる課題が与えられる。 

発表はグループで行うために、授業外において、グループで積極的に作業する必要がある。 

また、授業においても、積極的に議論に参加し、グループ活動をしなければならない。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(70%)/授業内課題①(10%)/授業内課題②(10%)/授業内課題③(10%) 

授業内課題は、オンラインで受講生みなに公開し、共有するものとなる。<BR>【変更前】筆記試験(Written Exam)100% 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 伊藤実歩子編著、2020、『変動する大学入試』、大修館書店 (ISBN:978-4469222722) 

【変更前】本講義で必要な文献は、講義内で示す 
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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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■FA150 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

現代社会における言葉の持つ意味 

(The role of words in contemporary society) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 

言葉が言葉を紡ぎ、話の内容は飛び火する。14 回の授業で言葉の持つ限界と新たな可

能性を探る 

担当者名 

（Instructor） 
古舘 伊知郎（FURUTACHI 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） 
CMP2100 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

学問の領域に拘らず、自由な発想でものを考える柔軟性を身につける。自然科学や社会科学、人文科学という枠を越えて、物事

を自由に考える。言葉によって認識する人間の世界を人類の誕生からの歴史を考慮しながら考察する。言葉がもつ力や限界な

どを学生と一緒に考える。14 回の授業で言葉のもつ限界と新たな可能性を探る。   

 

Students will acquire the flexibility to think freely about things regardless of the field of study. Students will think freely about 

things beyond the boundaries of natural sciences, social sciences, and humanities. Students will consider the human world 

recognized by words, taking into account history from the birth of humanity. We will think together with the students about the 

power and limitations of words. Over the 14 classes, we will explore the limits and new possibilities of words.   

 

授業の内容（Course Contents） 

学生諸氏は、それぞれに自分の直面する事実がある。つまり、現実を言葉で示すことは無限の語彙を必要とする。しかし、そうし

た事実に対して、真理や真実は一つであるという。こうした問題を学生とともに各授業で考察する。皆さんは自分の見たり感じたり

する現実を 100%信じていませんか。自らが見ているものを疑ってみませんか。本当は、見たいものを見て、聞きたいことだけを聞

いている。自分の狭い視野は言葉の不足によって生じているのかもしれない。   

 

Each student has a certain set of facts that they are facing. In other words, presenting reality verbally requires an infinite 

vocabulary. However, it is said that there is only one truth or reality for one set of facts. We will consider these issues with the 

students in each class. Do you believe 100% of the reality you see and feel? What if you doubted what you are looking at? The 

truth is, we see only what we want to see and hear only what we want to hear. Our narrow vision may be caused by a lack of 

words.   

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 日本語が持つリズムの源流 

万葉集から俳句、七五調の喋りまで 

2. 人間の頭は言葉で埋め尽くされている 

「言葉の神経症」である私が感じること 

3. 言葉は変化していくが、同時に言葉は固定を叫んでいる 

言葉が事象をラベリングしていく 

4. 人はものまねをして成長する 

ミラーニューロンという脳の神経細胞から人生の可能性を探る 

5. 日本はオノマトペ王国である 

擬態語・擬声語にみる言葉世界 

6. 若い人が「つまらない」と思う話をしてみたい 

今こそ釈迦の仏教が大事になってきた 

7. 日本には釈迦仏教が一切入ってきていないという事実 

大乗仏教と釈迦仏教の違い 

8. 般若心経は釈迦の教えの完全否定 

9. AIが進展していく時代 

だからこそ托鉢僧が増えるという訳 

10. 高度情報化社会において消費が低下する理由  

Google の二面性に今をみる 

今こそ哲学としての仏教を実況する 

11. 全てが情報に化けることを情報化社会という 

生徒の「読解力」低下はどこが問題か？ 

12. 「虚構と現実」に境がなくなりつつあるのはなぜか？ 

ユヴァル・ノア・ハラリの言説に学ぶ 

13. 高度情報化社会が進むと何が起きるか？ 
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「均質化」に成功したサランラップシティの現実とは？ 

14. まとめ 

 

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

毎回、授業内容をまとめ、気になった問題やわからなかった言葉等を調べて、翌週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)(70%)/リアクションペーパー(30%) 

【変更前】筆記試験 70％、平常点 30％（フィードバックシート） 

 

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） 

本科目は、担当教員の実務経験、または実務に従事するゲスト・スピーカーの招聘講義等を活かした授業である。 
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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） 
動物から見たユーラシア交流史 

担当者名 

（Instructor） 
四日市 康博(YOKKAICHI 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） 
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） 

東西ユーラシアにおける人・モノ・文化の移動・交流とその相互影響を題材として、身のまわりの社会・文化がユーラシアの影響を

受けていることを理解し、多角的・広域的な視野で思考することができるようになることを目標とする。また、文献や史料の扱い

方・調べ形を学ぶと共に、発表とディスカッションを通じて自身を意見を的確に伝達し、他者の意見から自身の改善点を汲み取る

ことができるようにすることにも留意する。 

 

In this course, we aim at getting the necessary skills of historical study, including obtaining information, understanding, and 

writing through research, presentation, and discussion concerning migration and transmission of materials, technics, and images 

in East-West Eurasia and Maritime Asia.  

 

授業の内容（Course Contents） 

古来から人・モノ・文化は東西ユーラシアを行き交い、相互の文化圏に影響を与えた。その身近な事例として「動物」或いは「動物

の意匠」を取り上げ、そこに見られる動物がそれぞれの地域でどのような意味を持ち、他地域に影響を与えたのかを考察する。

当科目はゼミナール形式をとるため、初回にテーマに関する解説をおこなう際に各自にテーマを設定させ、導入講義をおこなった

後に、発表・ディスカッションをおこなってもらう。 

 

In the course, we pick up the diffusion of animals and their designs in Eurasia. At the first time, you introduce your theme and 

we schedule your turn of the presentation. After the introductory lectures, you make a presentation about your topics, then we 

discuss what you presented. At the end of the course, you submit a report improved after the discussion. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 導入講義１ 

3. 導入講義２ 

4. 受講生の発表とディスカッション (1) 

5. 受講生の発表とディスカッション (2) 

6. 受講生の発表とディスカッション (3) 

7. 受講生の発表とディスカッション (4) 

8. 受講生の発表とディスカッション (5) 

9. 受講生の発表とディスカッション (6) 

10. 受講生の発表とディスカッション (7) 

11. 受講生の発表とディスカッション (8) 

12. 受講生の発表とディスカッション (9) 

13. 受講生の発表とディスカッション (10) 

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） 

初回に発表の順番と各自のテーマを決定します。導入講義や他人の発表を参考にして、自分のテーマについて情報収集・史料

講読をおこない、発表準備を進めてください。発表が終わった後はディスカッションや教員の講評を参考にして、レポート作成に向

けてさらに修正と推敲を進めてください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/ディスカッションへの参加と他発表への貢献(50%)/研究発表(10%) 

各自の初回発表時の完成度よりも、むしろディスカッションや追加調査・研究に基づく伸びしろを評価する。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 
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参考文献（Readings） 

初回授業時、および導入講義時にいくつか参考文献を提示します。 

 

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） 
英語語彙の特徴とその歴史 

担当者名 

（Instructor） 
唐澤 一友(KARASAWA KAZUTOMO) 

学期 

（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） 

英語語彙に関する文献を講読しながら、英語語彙の歴史や性質についての造形を深めるとともに、英語圏の歴史・文化について

も学ぶ。 

 

This course aims to learn the history of English vocabulary as well as the historical, linguistic, and cultural backgrounds of 

English-speaking countries. 

 

授業の内容（Course Contents） 

毎回の授業で、教科書を 2 章ずつ（合計 6 ページ程度）講読し、そこに述べられた内容を確認し、また、その背後にある言語的、

文化的、歴史的背景について、発表したり話し合ったりしながら、英語語彙の歴史や英語という言語の性質について学びます。 

 

In each class of this course, we will read two chapters from the textbook (about six pages in total) and discuss their historic, 

linguistic, and cultural backgrounds with the aim of acquiring a deeper insight into the nature of the English language.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. The Story of English in 100 Words の序章講読 

3. The Story of English in 100 Words の講読およびそれに基づく発表・ディスカッション 1 

4. The Story of English in 100 Words の講読およびそれに基づく発表・ディスカッション 2 

5. The Story of English in 100 Words の講読およびそれに基づく発表・ディスカッション 3 

6. The Story of English in 100 Words の講読およびそれに基づく発表・ディスカッション 4 

7. The Story of English in 100 Words の講読およびそれに基づく発表・ディスカッション 5 

8. The Story of English in 100 Words の講読およびそれに基づく発表・ディスカッション 6 

9. The Story of English in 100 Words の講読およびそれに基づく発表・ディスカッション 7 

10. The Story of English in 100 Words の講読およびそれに基づく発表・ディスカッション 8 

11. The Story of English in 100 Words の講読およびそれに基づく発表・ディスカッション 9 

12. The Story of English in 100 Words の講読およびそれに基づく発表・ディスカッション 10 

13. The Story of English in 100 Words の講読およびそれに基づく発表・ディスカッション 11 

14. The Story of English in 100 Words の講読およびそれに基づく発表・ディスカッション 12 

 

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

教科書は英単語 100 語についての 100 の短いエッセイから成っています。授業では受講者の興味に合わせて、これら 100 のエ

ッセイの中から毎回 2 つずつを取り上げ、その内容を確認しながら、そこに述べられた内容の背後にある歴史的、言語的、文化

的背景について発表をしてもらったりディスカッションをしてもらったりします。授業前に必ず授業で扱う 2 つのエッセイを読み、内

容を確認し、ディスカッションに参加できるようにしてください。また、発表が当たっている場合には、準備を十分して授業に臨んで

ください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/授業内発表(40%)/授業への参加姿勢(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. David Crystal. 2012. The Story of English in 100 Words. Profile Books (ISBN:978 1 84668 428 9) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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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） 
「いのち」をめぐって 

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） 
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。 

 

We will take up the ethical issues raised about "life," grasp the actual situation, and study "human dignity." 

 

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、「強制不妊手術」・「優生政策」・「代理出産」・「出生前診断」・「遺伝子操作」・

「脳死」・「臓器移植」等が考えられる。 

 

We will take up some of the ethical issues about "life" that we face today and inquire into "human dignity" as we deepen our 

examination. Specifically, we plan to create several groups according to the participants' interests, give research presentations 

and talks under each theme, and then deepen the whole discussion. Themes may include "forced infertility surgery," "eugenics 

policy," "surrogate birth," "prenatal diagnosis," "genetic manipulation," "brain death," and "organ transplantation," etc. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション  

2. 「生命倫理」の諸問題 

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)） 
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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の世界や歴史を学ぶと共に、対局を通して総合的な能力や創造性を養う。 

 

Students will learn about the world and history of Go, which has been handed down as a traditional Japanese culture, and 

cultivate comprehensive abilities and creativity through the game. 

 

授業の内容（Course Contents） 

6 路盤、9 路盤では囲碁のルールを学ぶ。 

19 路盤では模範碁を繰り返し並べながら技術を修得する。 

また、囲碁の歴史や、世界的に広まり国際化している囲碁やその魅力について学ぶ。 

 

Students will learn the rules of Go by 6x6 and 9x9 boards. 

Students will learn the techniques by studying the model positions repeatedly on a 19x19 board. 

Also, students will learn about the history of Go, the global and internationalized Go, and its attractiveness. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス（授業進行の説明、囲碁の世界の紹介） 

ルールの解説①（6 路盤） 

2. ルールの解説②と対局（6 路盤） 

3. ルールの復習及び初歩技術①（9 路盤模範碁の解説） 

9 路盤対局 

4. ルールの復習及び初歩技術②（9 路盤模範碁の解説） 

9 路盤対局 

5. 9 路盤指導対局 

実践対局 

6. 囲碁の歴史 

9 路盤対局 

7. 模範碁の解説と対局①（19 路盤での終局の判断と整地の仕方） 

8. 模範碁の解説と対局②（19 路盤模範碁の解説と実践対局） 

囲碁の歴史 

9. 模範碁の解説と対局③（19 路盤模範碁の解説と実践対局） 

10. イベント対局と解説 

11. 模範碁の解説と対局④（19 路盤模範碁の解説と実践対局） 

12. 9 路盤指導対局 

実践対局 

13. 模範碁の解説と対局⑤（19 路盤模範碁の解説と実践対局） 

14. 19 路盤イベント対局 

講義のまとめ 

 

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。 

その他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） 

コメントシート(50%)/技術習熟度(10%)/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、単位修得不可。 

 

テキスト（Textbooks） 



 

 - 137 - 

1. 石倉昇 梅沢由香里 黒瀧正憲 兵頭俊夫、2007、『東大教養囲碁講座』、光文社 (ISBN:978-4-334-03410-8) 

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)） 

基本的には講義形式で打ち方の解説をした後、受講生同士対局を行う予定である。 

授業では碁盤、碁石を使用するため、用意と片づけについて、協力してもらいたい。 

 

注意事項（Notice） 

本科目は、担当教員の実務経験、または実務に従事するゲスト・スピーカーの招聘講義等を活かした授業である。 
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■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） 
秋学期(Fall 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 the related 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 meeting in the class.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction 

2. Happiness in "us" 

3. Happiness in Various Cultures 

4. Happiness in Religion 

5. Happiness in Sports 

6. Happiness in Psychology 

7. Happiness in Education  

8. Mid Reflection 

9. Happiness in Economics 

10. Happiness in Politics 

11. Happiness in Medicine 

12. Happiness in Epicurean Ethics 

13. Happiness in Aristotle's Virtue Ethics 

14. Happiness and Well-Being (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 (ed.). 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. Fred Feldman. 2012. What Is This Thing Called Happiness?. Oxford University Press (ISBN:978-0199645930) 

5. Aristotle. 2019. Nicomachean Ethics, 3rd edition. Hackett (ISBN:978-1107612235) 

6. Manzenreiter and Holthus (eds.). 2017. Happiness and the Good Life in Japan. Routledge (ISBN:978-1138956612) 

7. Sonja Lyubomirsky. 2008. The How of Happiness: A New Approach to Getting the Life You Want. Penguin Books (ISBN:978-

0143114956) 
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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)） 

 

 

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） 

小さなメディアの制作・発表からジェンダーを考える 

（Making small media on gender issues） 

担当者名 

（Instructor） 
野中 モモ(NONAKA MOMO) 

学期 

（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） 

現代の社会と文化、とりわけジェンダー平等を目指す動きにおいて、個人や少人数のグループが自主的に制作する小さな紙のメ

ディア（ミニコミ、同人誌、ZINE、フリーペーパーなど）が担ってきた役割を知り、そうした個人的な表現・情報発信の意義を実践か

ら学ぶ。 

 

Students are expected to acquire basic knowledge on the independent small media's role in modern society and how it has 

contributed to the movement toward gender equality. By making and discussing small paper media such as minicomi, dojinshi, 

zine, and free papers, students are expected to learn the importance of personal expression. 

 

授業の内容（Course Contents） 

小さな規模で制作・運営される自主メディアは、テレビやラジオ、新聞などのマスメディアにおいて見過ごされがちな視点を伝えて

きた。とりわけ支配的なジェンダー規範によって不利な立場に置かれる人々は、自由に表現し、コミュニティを作り、社会への異議

申し立てをおこない、また楽しむための場としてそうした小さなメディアを利用してきた。 

これを踏まえ、参加学生各自がそれぞれのジェンダーにまつわる問題意識を反映した小部数の紙媒体（冊子やペーパーなど）を

制作する。 

制作過程で中間報告・意見発表を行うことにより、アイデアを交換し議論を深める。最終授業ではお互いの作品を読んだうえでの

意見交換を行う。 

 

Small independent media have been transmitting personal views that are often overlooked by mass media outlets such as TV, 

radio, and newspapers. Those small media are particularly important for the people who are oppressed by dominant gender 

norms. They use those media as space to express freely, make community, protest, and enjoy. 

Based on these practices, students are expected to make small paper media reflecting on their own views on gender. Every 

participant is asked to make a presentation, exchange ideas, and discuss. In the last session, we exchange opinions after reading 

each other’s work. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 自主・小出版の歴史と現在 

3. ジェンダーにまつわる問題を扱う自主出版の事例 

4. アイデア交換・ディスカッション 

5. 小さなメディア制作・運営の体験から 1（ゲスト） 

6. 学生による作品発表（中間報告）1 

7. 学生による作品発表（中間報告）2 

8. 学生による作品発表（中間報告）3 

9. 小さなメディア制作・運営の体験から 2（ゲスト） 

10. 学生による作品発表（中間報告）4 

11. 学生による作品発表（中間報告）5 

12. 学生による作品発表（中間報告）6 

13. 小さなメディア制作・運営の体験から 3（ゲスト） 

14. 全員の作品を踏まえて意見交換 

 

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

授業の内容を踏まえ、各自がジェンダーについての自分の問題意識を何らかのかたちで反映した紙媒体を制作する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/授業での発表(30%)/授業全般への参加(30%) 

最終レポートは制作した作品 
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テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. アリスン・ピープマイヤー、2011、『ガール・ジン 「フェミニズムする」少女たちの参加型メディア』、太田出版 (ISBN:978-

4778312688) 

2. ばるぼら，野中モモ、2017、『日本の ZINEについて知ってることすべて 同人誌、ミニコミ、リトルプレス―自主制作出版史

1960~2010 年代』、誠文堂新光社 (ISBN:978-4416517673) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

本科目は、担当教員の実務経験、または実務に従事するゲスト・スピーカーの招聘講義等を活かした授業である。 
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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） 
石渡 貴之(ISHIWATA 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） 
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。 

 

This course aims to address the basic human function of sleep from the viewpoints of natural sciences and culture. 

 

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。 

 

Although sleep has been considered a biological function, and research has been conducted exclusively in the field of natural 

sciences, studies have begun pointing out that cultural factors are more vital for sleep than previously thought. This course 

aims to think about sleep from a cultural perspective including anthropology, sociology, and comparative civilization theory 

viewpoints. Beginning with a basic understanding of the mechanics of sleep, we will deal with themes such as historical and 

geographical variations in sleep, modern sleep environments, bedding preferences, dream ethnography, and sleep in literature. 

 

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. 生体リズム（体温）と睡眠 

5. 寝不足時の認知機能 

6. 交代制勤務と睡眠 

7. 睡眠とスポーツ 

8. ねむり衣の文化誌 

9. 極北での眠り 

10. 夢の認知心理学 

11. チンパンジーの眠り 

12. 日本の夢信仰 

13. 快適睡眠のための寝具 

14. 夢の民族誌 

 

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） 

レポート試験(Report 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。 

【変更前】筆記試験(Written Exam)100% 

 

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)） 
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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) 

担当者名 

（Instructor） 
平野 方紹(HIRANO 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） 
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。 

 

This course will make students understand the vague image of a volunteer as a specific image through several examples. Also, 

by thinking about volunteering, students will become aware of the points of contact between themselves and society, and will 

become able to think about social problems with their own mind and connect this to actual actions. Then, students will express 

volunteer experiences in their own words and become able to think about their career development. 

 

授業の内容（Course Contents） 

2020 東京五輪・パラリンピックでボランティアが注目されています。これを一過性のものとせず、発展させるためには多くの市民

が共感・共鳴する「共に生きる社会」を目指す新しい価値や活動が求められます。ボランティアについて、ボランティアを提供する

側だけでなく、サポートを受ける側の気持ちも汲み取りながら、日常的な活動だけでなく、災害や海外での支援、企業の社会貢献

活動等の様々な切り口から、現場で活躍されている方々のメッセージも交えて多面的に検討し、社会に潜む諸問題に対して自分

自身の視点から能動的にとらえられる学生へと成長できるようにします。 

 

Volunteering is attracting attention as we approach the Olympic and Paralympic Games Tokyo 2020. In order to develop this 

interest without it being a passing fad, new values and activities are required that aim at a "symbiotic society" where many 

citizens empathize and sympathize with each other. Students will consider volunteering from various aspects, including 

messages from people active in the field, from various viewpoints such as disasters, overseas support, and social contribution 

activities of companies as well as daily activities, not only from the party providing the volunteers but also the feelings of those 

receiving support, 

and will develop the ability to actively capture social issues from their own perspectives. 

 

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. 立教大学ボランティアプログラム紹介（学内ボランティア活動の紹介） 

6. 災害ボランティアについて①  学生にできることは？ 

7. 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 

8. ボランティア体験を言葉にする 

9. スポーツが持つ力－立教のスポーツ交流プログラム－（仮） 

10. 地域と社会が連動した取り組み 

11. パラリンピックとしょうがいスポーツ（仮） 

12. 支えることと支えられること 

13. 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－ 

14. ソーシャルデザイン －アイディアが世界を変える－（授業のまとめと振り返り） 

 

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

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%) 

レポートは中間と期末の２回です。また授業の最後に毎回リアクションペーパーを提出していただきます 
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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。 

 

注意事項（Notice） 

本科目は、担当教員の実務経験、または実務に従事するゲスト・スピーカーの招聘講義等を活かした授業である。 
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■FA188 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

生・身体・テクノロジー・神 

(Life/Body/Technology/God) 

担当者名 

（Instructor） 
阿部 善彦(ABE YOSHIHIKO) 

学期 

（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） 

他者とともに生きるエチカとはいかなるものか。それを今、徹底的に思考停止せずに考え抜くことがこの科目の主眼目である。わ

れわれは歴史的存在であり、今この身において生きている現実と切り離して、他者とともに生きるエチカを問うても空虚である。今

われわれはどこにいるのか。われわれの存在への問いは、われわれの今あるところへの問いと切り離し得ない。たしかに、われ

われは今ここにいる。しかし、その、今、ここ、とは畢竟何であるのか。その今、ここを生きるとは畢竟何なのか。その問いを問い

貫くことがこの科目では求められる。したがって借り物の知識ではなく自分でどこまで徹底的に学び考えたかが重要になる。その

ために、自らの考えを言葉によって示し、発表、対話、討議をつうじて深めることが求められる。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。  

 

Quid est ethica convivialis? The main focus of this subject is to thoroughly think through this question without stopping. 

We are historical beings. As such, it is meaningless to seek ethica convivialis?, apart from the reality that we are living in this 

style right now. Where are we now? The question of our existence cannot be separated from the question of where we are now. 

Surely we are here, now. However, in the end, what is ""here"" and ""now""? What does it mean to live here and now? 

Students will be required to pursue this question in this course. Therefore, the importance is that students do not rely on 

borrowed knowledge but thoroughly learn and think by themselves. To that end, students will be required to express their own 

thoughts and deepen them through presentations, dialogs and discussions. Note that the contents may change according to the 

students' situation and other factors.  

 

授業の内容（Course Contents） 

コラボレーション科目なので複数名の講師、ゲストスピーカーが授業にたつ。それぞれが、自分自身の言葉で、他者とともに生き

るエチカとは何かを徹底的に問う。人間と何か、それを問い考え抜く、その真剣勝負の現場では、諸々の人間的概念で言い表しう

る一切がそもそもの問題となり、坩堝の中でせめぎ合うことになる。この授業では特に次のことを重視する。つまり、今日、テクノ

ロジーの発展を受けて、われわれの生・身体をめぐる環境や諸条件が目まぐるしく変化している。その意味でわれわれの自己理

解・世界理解の「当たり前」が改めて問い直されるときである。このような問題理解からテクノロジー、身体、生命の観点を含めて、

他者とともに生きるエチカという問いを複眼的に考える。 

 

Since it is a collaborative course, several lecturers and guest speakers will join the course. Each student will thoroughly 

question what humans are in their own words. In the field of serious competition where students pursue the question “quid est 

ethica convivialis?” Anything that can be expressed in various human concepts becomes a problem in the first place, and there 

is a melting pot of ideas on these topics. 

In this class, we will emphasize the following: That is, today, with the development of technology, the environment and 

conditions surrounding our lives and bodies are changing drastically. In that sense, it is time for us to reconsider the ""common 

sense"" of understanding ourselves and the world. We will think from various perspectives about the question “quid est ethica 

convivialis?” from such an understanding of the problem, including the perspectives of technology, body, and life." 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

 

いまこの世界においてともに生きるということ 

 

環境倫理と生命倫理の視点から 

 

イントロダクション 

2. いまこの世界において他者とともに生きるということ 

 

環境倫理の視点から（気候工学、気候正義の課題などを含めた問題性） 

3. ゲストスピーカー１による問題提起 

4. ゲストスピーカー２による問題提起 

5. 総合討議１ 
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6. いまこの世界において他者とともに生きるということ 

 

生命倫理の視点から（ターミナルケア、赤ちゃんポストやなどを含めた問題性） 

 

ゲストスピーカー１による問題提起 

7. 同。ゲストスピーカー２による問題提起 

8. 総合討議２ 

9. いまこの世界において他者とともに生きるということ 

 

人間の宗教性、歴史性の視点から 

 

イントロダクション 

10. ゲストスピーカーによる問題提起 

11. 総合討議３ 

12. いまこの世界において他者とともにいきるということ。 

 

テクノロジー、身体性の視点から 

 

イントロダクション 

13. 問題提起 

14. 総合討議４ 

 

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

予習復習については授業内で指示する。 

課題の提出に際しては Master of Writing を参照のこと。 

Blackboard を使用するが、使用法が分からない場合やトラブルは各自の責任でメディアセンターに確認すること。 

当然のことであるがコピペ（授業ノートを含む）や剽窃には厳しく対応する。https://www.youtube.com/watch?v=IxM1e4W1S8I 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業に関する活動（予習復習そのほか課題の提出と内容の精度を含む）(100%) 

借り物の知識ではなく自分でどこまで徹底的に学び考えたかが重要であり、そのために、自らの考えを言葉によって示し、発表、

対話、討議をつうじて深めることが求められる、と目標で示していることからあきらかなように、授業内活動、レポート、そして授業

内で指示された予習課題と復習課題の精度が重要である。いずれも授業担当者の指示をふまえて積極的に行うことが求められ

るので、受講希望者は留意すること。なお授業マナーについて注意された受講者は授業に関する活動を 0 点とする。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。課題の提出に際しては Master of Writing を参照のこと。 Blackboard を使用するが、使用法が分からない場合やトラブル

は各自の責任でメディアセンターに確認すること。 当然のことであるがコピペ（授業ノートを含む）や剽窃には厳しく対応する。<a 

target= 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 長町・海老原ほか、2018、『生命の倫理と宗教的霊性』、ぷねうま舎 (ISBN:9784906791781) 

2. 吉永明弘ほか、2019、『環境倫理』Vol.2、Vol.3、江戸川大学社会学部現代社会学科吉永明弘研究室 (ISSN:2434978X) 

3. 吉永明弘ほか、2018、『未来の環境倫理学』、勁草書房 (ISBN:978-4-326-60305-3) 

4. 教皇フランシスコ、2016、『回勅 ラウダート・シ――ともに暮らす家を大切に』、カトリック中央協議会 (ISBN:978-4877501990) 

5. 教皇フランシスコ、2017、『使徒的勧告 愛のよろこび』、カトリック中央協議会 (ISBN:978-4877502072) 

購入は各自の判断に任せる。そのほか必要な資料は授業で示す。 

 

参考文献（Readings） 

1. Allen Thompson. 2016. The Oxford Handbook of Environmental Ethics. Oxford University Press (ISBN:9780199941339) 

2. Andrew P. Chignell. 2019. Evil: A History. Oxford University Press (ISBN:9780199915453) 

3. Panikkar. 2018. Cultures and Religions in Dialogue; Part 1, Pluralism and Interculturality. Orbis (ISBN:978-1-62698-280-2) 

4. Panikkar. 2018. Cultures and Religions in Dialogue;Part 2: Intercultural and Interreligious Dialogue. Orbis (ISBN:978-1-62698-

301-4) 

5. Panikkar. 2015. Religion and Religions. Orbis (ISBN:978-1-62698-130-0) 

6. Panikkar. 2014. Mysticism and Spirituality ;Part One Mysticism, Fullness of Life. Orbis (ISBN:978-1-62698-082-2) 

7. Panikkar. 2014. Mysticism and Spirituality; Part Two Spirituality, The Way of Life. Orbis (ISBN:978-1-62698-102-7) 

そのほか授業で示す 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業内の活動また進め方については各担当者の指示に従うこと。 

授業内でディスカッションを行うことがあるので積極的に参加する必要がある。 

授業内容は受講者の状況やそのほか実施時の諸状況に応じて変更される可能性がある。 
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課題の提出に際しては Master of Writing を参照のこと。 

Blackboardを使用するが、使用法が分からない場合やトラブルは各自の責任でメディアセンターに確認すること。 

当然のことであるがコピペ（授業ノートを含む）や剽窃には厳しく対応する。https://www.youtube.com/watch?v=IxM1e4W1S8I 

 

注意事項（Notice） 
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■FA189 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

お墓の比較文化史 

(Comparative Cultural History of Graves) 

担当者名 

（Instructor） 
上田 信(UEDA 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） 
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） 

少子高齢化のなかで多死社会に突入した日本において、死後に残される「死体」とどのように向かい合うのか、私たちは問われ

ています。これまでの慣習にとらわれない発想を、歴史や異文化から学びます。 

 

In Japan, which has entered a multi-death society amid a declining birthrate and aging population, researchers are asked how to 

deal with the corpses that remain after death. Since Japan is not bound by conventional customs, it should learn from history 

and different cultures. 

 

授業の内容（Course Contents） 

日本における埋葬の歴史、仏教、キリスト教、イスラームの埋葬の慣習などを学び、戦死者の慰霊と国家との関係を検討したあ

と、多様化する埋葬の現状を考察します。 

 

We will study the history of burial in Japan and burial customs in Buddhism, Christianity, and Islamic societies. After examining 

the relationship between memorial services for war dead and the national states, we will research the diversified situations of 

death. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入：なぜ「お墓」なのか 

2. 導入：「死体」と「お墓」の比較文化史 

3. 日本：墓制の変遷（以下、ゲストスピーカーを招いて授業を展開します。ゲストの都合などにより、順番や内容が変わること

があります） 

4. 沖縄：墓地と聖地 

5. 仏教の死生観 

6. キリスト教の死生観 

7. イスラームの死生観 

8. 戦没者の慰霊 

9. 戦死者の慰霊 

10. 海上散骨 

11. 死生観の人類学 

12. エンバーミング 

13. ブリーフケアと宗教 

14. まとめ：自分の死後に残される死体を考える 

 

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

死体に関する書籍、雑誌や新聞の記事を広く読むとともに、「お墓」「埋葬」などについて身近な事例を調査すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(50%)/毎回の授業時に提出するリアクションペーパー(30%)/授業時に提出するエッセー(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 上田信、2019、『死体は誰のものか』、筑摩書房 (ISBN:978-4-480-07224-5) 

 

参考文献（Readings） 

1. 鵜飼秀徳、2016、『無葬社会－彷徨う遺体 変わる仏教』、日経 BP社 (ISBN:9784822238568) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

この科目の提案部局はセカンドステージ大学（RSSC）です。学部学生と 50 歳以上の RSSC 受講生との異世代共学となり、世代

間の意見の交流を重視します。 

 

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(Niiza) 

(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 

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。 

 

It is often said that "Japanese people are non-religious," but students will become able to respond to this statement in detail. 

 

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。 

 

Buddhism is beginning to attract attention in the global era. For example, "Zen" is becoming popular overseas, and young people 

in Japan are crazy about "power spots." Actually, Buddhism is very close to us, but we are not aware of it. Students will study 

Buddhism in an easy-to-understand manner from the fundamental concepts to the sects. 

 

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 
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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(Niiza) 

(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、近代以前の人物の物語・伝記類・著作を取り上げることを通じて、日本の宗教について考える。 

 

Students will think about Japanese Religions by considering stories, biographies, and writings of prominent people before 

modern times. 

 

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。 

 

Students will consider stories and biographies, etc. of prominent people in Japanese Religions. Students will think about the 

ideal form of religion in Japan by reading texts such as "The Tale of Konjaku," biographies, and picture scrolls, etc. 

 

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. 役行者 

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. ハビアン①（天草版『平家物語』） 

13. ハビアン②（『妙貞問答』） 

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%)/出席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(Niiza) 

(Japanese Culture and its Spirit) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
天皇とは何かー近代との関係からー 

担当者名 

（Instructor） 
山村 奨(YAMAMURA SHO) 

学期 

（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） 

2019 年は、元号が平成から令和に改められ「天皇」に注目が集まった１年でもありました。 

この科目は、誰もが知っているにもかかわらず、よくわかっていない天皇という存在について学び、日本の文化や精神性とどのよ

うな関係を持っているか、自らの意見を持つことを目標としています。 

 

2019 was a year when the name of the era changed from “Heisei” to “Reiwa,” with much focus on the emperor.  

 

This course aims to learn about the entity of the emperor which everyone knows but does not understand clearly, and to form 

an individual opinion on its relationship with the Japanese culture and spirituality. 

 

授業の内容（Course Contents） 

授業は主に、近代における天皇をめぐるトピックについて扱い、講義形式で進めます。 

特に、近代において天皇という存在に、どのように意味が与えられたのかについて話します。 

テーマの「天皇とは何か」という問いに対して、講師自身も明確な解答を持っているわけではありません。 

授業を通して、皆さんと一緒に考えていければと考えています。 

 

This course will mainly deal with modern topics related to the emperor in a lecture format.  

 

In particular, the meanings given to the entity of the emperor in the modern era will be discussed.  

 

The lecturer does not have a concrete answer to the question “what is an emperor?”  

 

I would like to explore the theme with the students in the class. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業に関する説明 

2. 天皇は明治期にどう変わったか？ 

3. 天皇と神道 

4. 天皇と仏教 

5. 天皇と儒教（１） 

6. 天皇と儒教（２） 

7. 不敬事件 

8. 大逆事件 

9. 天皇機関説 

10. 元号 

11. 三島由紀夫と天皇 

12. 皇位継承 

13. 現代における皇室とは？ 

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） 

レポート試験(Report Exam)(80%)/コメントペーパーの内容(20%) 

６回以上欠席をした場合は、成績評価の対象としない。 
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テキスト（Textbooks） 

プリント、パワーポイント等を使用するため、特に指定しない。 

 

参考文献（Readings） 

授業中に随時、紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

初回の授業時間中に、成績評価の方法について、レポート課題も含めて説明するため、受講を希望する場合は出席することが

望ましい。 

 

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(Niiza) 

(Japanese Ethnology) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Anthropology of Japan 

担当者名 

（Instructor） 
ヘイムス，Ａ．(HAMES AARON JEFFREY) 

学期 

（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） 

The aim of this course is to provide a broad overview of contemporary Japanese society through the lens of cultural 

anthropology. Students will learn to analyze, discuss, and write about various issues and aspects of Japanese culture. 

 

授業の内容（Course Contents） 

This course will survey major themes and issues in the study of Japanese culture. Particular attention will be paid to youth and 

labor as well as cultural changes associated with the transition to a highly aged society. Through an examination of Japanese 

culture, this course will also introduce common anthropological areas of inquiry, including health and illness, communities, gift-

giving, ageing, personhood, and ritual. Students will learn how to critically engage with Japanese culture as well as its portrayals 

in the media and scholarly literature. This course will consist of a combination of lecture and discussion. In order to make this 

course lively and informative, it is necessary to keep up with the readings. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Course Introduction: What is Culture? 

2. Foundational Works: Benedict and Nakane 

3. Japaneseness, Nihonjinron, and Minorities  

4. Health and the Body 

5. The Self and Communities 

6.  Gift-giving and Ritual: Chocolate and Accounting  

7. Childhood and Schooling 

(reflection paper due) 

8. Cute and Otaku  

(topic for final paper due) 

9. Love and Marriage  

10. Labor and Social Class  

11. Precarity and Exclusion  

12. Politics, Protests, Social Movements  

13. Ageing Society 

14. End of life: Lonely and Accompanied Death 

 

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

Once during the term, each student will work alone or with a partner to present a session’s reading and lead the discussion for 

a portion of the class. In addition, you will also write one brief reflection paper. The reflection paper will address one of the 

assigned readings. Last, a final paper on a topic of your choosing will be due at the end of the term. The topic and possible 

sources must be confirmed with me by week 8.  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Discussion participation and reaction paper (sheet)(20%)/Presentation(20%)/Response Paper(20%)/Final Paper(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

Readings will be available on Blackboard. In general, students will be required to read one journal article or book chapter each 

week. Optional readings will also be provided. 
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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） 
仏教の歴史・思想・説話 

担当者名 

（Instructor） 
林 隆嗣(HAYASHI TAKATSUGU) 

学期 

（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） 

古代インドにおける仏教の成立過程をブッダ（釈尊）の生涯とともに概観して、仏教思想の基本的な特徴を理解し、さらにインド説

話の世界的な広がりについて考察しながら仏教の世界を様々な側面から捉えることを目標とする。 

 

This course aims to capture the Buddhist world from various perspectives, overviewing the process of the formation of 

Buddhism in ancient India together with the life of Buddha (Sakyamuni), understanding the basic features of the Buddhist 

thought, and, considering the blobal spread of Indian narratives. 

 

授業の内容（Course Contents） 

古代インドの歴史的、社会的、思想的背景を探り、そこから普遍宗教として世界に広まった仏教がどのようにして成立したのかを

明らかにし、主にパーリ仏典に基づいてブッダの生涯（仏伝）とその基本思想を解説する。さらに、日本でも有名な仏教の説話を

とりあげ、それらの源流と東西への伝播について考察していく。 

 

In this course, we will investigate the historical, social and philosophical background of Buddhism in ancient India, clarify how 

Buddhism was established as a universal religion spreading to the world. We will also examine the life of the Buddha and his 

thought. Furthermore, the origin and transmission of the Buddhist narratives which are famous in Japan are considered. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 講義全体の説明、受講に際しての注意など 

2. 仏教の成立背景①アーリヤ人の宗教と古代インドの社会 

3. 仏教の成立背景②輪廻の思想と出家修行者たち 

4. ブッダの生涯①誕生～四門出遊 

5. ブッダの生涯②悟りと説法の旅 

6. ブッダの生涯③入滅 

7. キリスト教に伝わったブッダの伝記 

8. 仏教の基本思想と救済論 

9. 仏教における時間意識と宇宙論 

10. 仏教における慈悲と愛 

11. 仏教と世界の説話①「猿の生き胆（くらげのおつかい）」 

12. 仏教と世界の説話②「子引き裁判」 

13. 仏教と世界の説話③「姥捨て山」 

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） 

授業内に 2 回（10％、20％）行う小テスト(30%)/リアクションペーパーの内容(40%)/最終テスト(Final Test)(30%) 

3 分の 2 以上の出席をしていない場合は、単位取得不可。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 中村元・三枝充悳、2009、『バウッダ[佛教]』、講談社 (ISBN:9784062919739) 

2. 菅沼晃・渡辺章悟、2011、『ブッダを知る事典』、佼成出版社 (ISBN:9784333024995) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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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） 

宗教思想と文化  

(Religious Thought and Culture) 

担当者名 

（Instructor） 
ムスリン イ－リヤ（MUSULIN ILJA） 

学期 

（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） 

本コースでは、宗教を中心に日本の思想史を学ぶとともに、多種多様な宗教信仰と実践が日本文化の形成過程や歴史的変貌に

おいて果たした役割を考えていく。 

日本の諸宗教に関する基礎知識を取得し、宗教関連の諸問題を様々な視点から考える態度・能力を身に付けることが本コース

の到達目標である。 

 

In this course, by studying the history of Japanese religious thought, we examine the role that various religious beliefs and 

practices played in the formation of Japanese culture. The main goal of this course is acquiring basic knowledge of Japanese 

religions, but we also attempt to develop the custom and ability to think about social and cultural issues from different 

viewpoints, which is very important for critical thinking and nurturing an atmosphere of understanding and respect for different 

worldviews and value systems. 

 

授業の内容（Course Contents） 

本コースの授業では歴史をたどりながら日本における宗教（神道、仏教、道教、儒教、キリスト教、新宗教など）について学んでい

く。 

 

This course looks at the historical development of religious thought in Japan by examining various religions, such as Shinto, 

Buddhism, Taoism, Confucianism, and Christianity. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 第 1 回 コース紹介。有史以前の日本列島における宗教。 

Course introduction. Religion in prehistoric Japan. 

2. 第 2 回 神道（一） 

Shinto (I)  

3. 第 3 回 神道（二） 

Shinto (II)  

4. 第 4 回 神道（三） 

Shinto (III) 

5. 第 5 回 日本の仏教（一） 

Japanese Buddhism (I) 

6. 第 6 回 日本の仏教（二） 

Japanese Buddhism (II) 

7. 第 7 回 日本の仏教（三） 

Japanese Buddhism (III) 

8. 第 8 回 レポート試験に関する指導 

Guidelines for writing the term-end paper. 

9. 第 9 回 山岳信仰と修験道。日本におけるシャーマニズム 

Mountain worship and Shugendo. Shamanism in Japan. 

10. 第 10 回 日本における儒教思想（一） 

Confucian thought in Japan (I) 

11. 第 11 回 日本における儒教思想（二） 

Confucian thought in Japan (II) 

12. 第 12 回 日本におけるキリスト教（一） 

Christianity in Japan (I) 

13. 第 13 回 日本におけるキリスト教（二） 

Christianity in Japan (II) 

14. 第 14 回 日本の新宗教; 現代日本人の宗教観 

Japanese new religions. The religiosity of the contemporary Japanese 
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授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

本コースの履修者は、期末レポートの執筆のため、日本の宗教を題材とした書籍を一冊読まなければならない（具体的なテーマ

は自由）。 

Students taking this class will be required to read one book on Japanese religions of their own choosing, for the purpose of 

writing the term-end paper. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(70%)/授業への取り組み（授業参加 15％、出席率 15%）(30%) 

Term-end paper 70%, Classroom attitude 30% (Participation in discussion 15%, attendance 15%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業毎にプリントを配る。 

Handouts will be distributed in each lesson. 

 

参考文献（Readings） 

授業毎に指示する。 

Relevant reading material will be introduced in each lesson. 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

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） 
天皇とは何かー近代との関係からー 

担当者名 

（Instructor） 
山村 奨(YAMAMURA SHO) 

学期 

（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） 

2019 年は、元号が平成から令和に改められ「天皇」に注目が集まった１年でもありました。 

この科目は、誰もが知っているにもかかわらず、よくわかっていない天皇という存在について学び、日本の文化や精神性とどのよ

うな関係を持っているか、自らの意見を持つことを目標としています。 

 

2019 was a year when the name of the era changed from “Heisei” to “Reiwa,” with much focus on the emperor.  

 

This course aims to learn about the entity of the emperor which everyone knows but does not understand clearly, and to form 

an individual opinion on its relationship with the Japanese culture and spirituality. 

 

 

授業の内容（Course Contents） 

授業は主に、近代における天皇をめぐるトピックについて扱い、講義形式で進めます。 

特に、近代において天皇という存在に、どのように意味が与えられたのかについて話します。 

テーマの「天皇とは何か」という問いに対して、講師自身も明確な解答を持っているわけではありません。 

授業を通して、皆さんと一緒に考えていければと考えています。 

 

This course will mainly deal with modern topics related to the emperor in a lecture format.  

 

In particular, the meanings given to the entity of the emperor in the modern era will be discussed.  

 

The lecturer does not have a concrete answer to the question “what is an emperor?”  

 

I would like to explore the theme with the students in the class. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業に関する説明 

2. 天皇は明治期にどう変わったか？ 

3. 天皇と神道 

4. 天皇と仏教 

5. 天皇と儒教（１） 

6. 天皇と儒教（２） 

7. 不敬事件 

8. 大逆事件 

9. 天皇機関説 

10. 元号 

11. 三島由紀夫と天皇 

12. 皇位継承 

13. 現代における皇室とは？ 

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） 

レポート試験(Report Exam)(80%)/コメントペーパーの内容(20%) 

６回以上欠席をした場合は、成績評価の対象としない。 
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テキスト（Textbooks） 

プリント、パワーポイント等を使用するため、特に指定しない。 

 

参考文献（Readings） 

授業中に随時、紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

初回の授業時間中に、成績評価の方法について、レポート課題も含めて説明するため、受講を希望する場合は出席することが

望ましい。 

 

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） 
天皇とは何かー近代との関係からー 

担当者名 

（Instructor） 
山村 奨(YAMAMURA SHO) 

学期 

（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） 

2019 年は、元号が平成から令和に改められ「天皇」に注目が集まった１年でもありました。 

この科目は、誰もが知っているにもかかわらず、よくわかっていない天皇という存在について学び、日本の文化や精神性とどのよ

うな関係を持っているか、自らの意見を持つことを目標としています。 

 

2019 was a year when the name of the era changed from “Heisei” to “Reiwa,” with much focus on the emperor.  

 

This course aims to learn about the entity of the emperor which everyone knows but does not understand clearly, and to form 

an individual opinion on its relationship with the Japanese culture and spirituality. 

 

授業の内容（Course Contents） 

授業は主に、近代における天皇をめぐるトピックについて扱い、講義形式で進めます。 

特に、近代において天皇という存在に、どのように意味が与えられたのかについて話します。 

テーマの「天皇とは何か」という問いに対して、講師自身も明確な解答を持っているわけではありません。 

授業を通して、皆さんと一緒に考えていければと考えています。 

 

This course will mainly deal with modern topics related to the emperor in a lecture format.  

 

In particular, the meanings given to the entity of the emperor in the modern era will be discussed.  

 

The lecturer does not have a concrete answer to the question “what is an emperor?”  

 

I would like to explore the theme with the students in the class. 

 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業に関する説明 

2. 天皇は明治期にどう変わったか？ 

3. 天皇と神道 

4. 天皇と仏教 

5. 天皇と儒教（１） 

6. 天皇と儒教（２） 

7. 不敬事件 

8. 大逆事件 

9. 天皇機関説 

10. 元号 

11. 三島由紀夫と天皇 

12. 皇位継承 

13. 現代における皇室とは？ 

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） 

レポート試験(Report Exam)(80%)/コメントペーパーの内容(20%) 

６回以上欠席をした場合は、成績評価の対象としない。 
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テキスト（Textbooks） 

プリント、パワーポイント等を使用するため、特に指定しない。 

 

参考文献（Readings） 

授業中に随時、紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

初回の授業時間中に、成績評価の方法について、レポート課題も含めて説明するため、受講を希望する場合は出席することが

望ましい。 

 

注意事項（Notice） 
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■FA505 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

Ｊａｐａｎｅｓｅ Ｅｔｈｎｏｌｏｇｙ 

(Japanese Ethnology) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Rereading Ethnographies and Representational Works 

担当者名 

（Instructor） 

中村 寛（NAKAMURA YUTAKA） 

【2020 年 9 月 10 日付変更】変更理由：担当者変更のため 

（変更前）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） 

What does a study of Japan look like when we question its national and cultural boundary? Do representational works such as 

ethnography, documentary, non-fiction etc. have the power to disturb our perception of nationality and culture? Or do they 

simply reaffirm or even reinforce such socially constructed entity? Would it be possible for us to pose meaningful questions 

from reading such texts that seemed to emerge from the margins of the state? 

 

Our objectives here in this class is to gain knowledge about socio-cultural circumstances in Japan at different times through 

representational works (e.g. writings, films, and photographs), and formulate meaningful and productive questions by critically 

engaging in them.  

 

授業の内容（Course Contents） 

The class looks at writings, films, photographs, and other forms of representational works that deal with contemporary issues in 

Japan as well as in the world, and thereby examining various forms of modernity. The topics include but are not limited to 

heterogeneity in society, religious/non-religious belief, capitalism and its embodiment, and environment and its destruction. The 

students are expected to read their assigned materials, actively engage in discussion, and present their ideas in the classroom 

(held via Zoom). They are also supposed to write short reflective papers every 2-3 weeks based on their discussion.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction 

2. Questioning Japaneseness 

Miyamoto Tsuneichi, Forgotten Japanese, Stone Bridge Press, 2010, Part I.  

3. Questioning Japaneseness 

Miyamoto Tsuneichi, Forgotten Japanese, Stone Bridge Press, 2010, Part II. 

Presentation 1 

4. Questioning Japaneseness 

Anderson, Benedict R. O'G., 2006[1983], Imagined Communities: Reflections on the Origin 

and Spread of Nationalism, London, New York: Verso. Ch.1-3. 

5. Cultish Religion, Cultish Society 

WATCH: Mori Tatsuya, A, 1998. 

6. Cultish Religion, Cultish Society 

Murakami Haruki, “The Place That Was Promised” in Underground, Vintage, 2013, pp.213- 

260. 

WATCH: Mori Tatsuya, A, 1998. 

7. Cultish Religion, Cultish Society 

Murakami Haruki, “The Place That Was Promised” in Underground, Vintage, 2013, pp.261- 

309.  

8. Culture of Labor 

Kamata Satoshi, Japan in the Passing Lane, Pantheon, 1983. 

9. Culture of Labor 

Kamata Satoshi, Japan in the Passing Lane, Pantheon, 1983. 

WATCH: Charlie Chaplin, Modern Times, 1936. 

10. Culture of Labor 

Michel Foucault, Discipline and Punish: The Birth of the Prison, 1975=1972. Assigned pages 

to be announced 
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11. Capitalism and Environment 

Oiwa Keibo (Narrated by Ogata Masato, Translated by Karen Colligan-Taylor), Rowing the 

Eternal Sea: The Story of a Minamata Fisherman, Rowman & Littlefield Publishers, 2001, pp. 

1-128. 

W. Eugene Smith & Aileen Smith, Minamata: A Warning to the World 1975. 

WATCH: Tsuchimoto Noriaki, Minamata: the Victims & Their World [DVD] [Import] 

12. Capitalism and Environment 

Oiwa Keibo (Narrated by Ogata Masato, Translated by Karen Colligan-Taylor), Rowing the Eternal Sea: The Story of a 

Minamata Fisherman, Rowman & Littlefield Publishers, 2001, pp. 129-186. 

WATCH: Tsuchimoto Noriaki, Minamata: the Victims & Their World [DVD] [Import] 

13. How Democracy Works 

WATCH: Souda Kazuhiro, Senkyo[Campaign], 2007. 120m. 

14. How Democracy Works 

WATCH: Souda Kazuhiro, Senkyo[Campaign], 2007. 120m. 

 

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

  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Attendance and In Class Participation(30%)/Small Presentations and Discussion Participation(30%)/Short Reflective Papers(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

The students are expected to either rent or purchase some of the films online. Reading 

materials are to be distributed through online system.  

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

注意事項 (Notice) 

The class schedule may be subject to change, depending on the syllabus progress, the size of the class, and other factors.  

 

注意事項（Notice） 

【2020 年 9 月 10 日付 担当者変更のため、時間割およびシラバス内容変更) 
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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） 
A Thematic Approach for the Modern Period 

担当者名 

（Instructor） 
セイヤーズ(SAYERS BRIAN) 

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 10 名 週 2 回開講 

 

授業の目標（Course Objectives） 

The aim of course is to provide students with both the tools and the platform to analyze and discuss controversial issues in 

Modern World History. In order to realize our position in an increasingly globalized society, it is imperative that we try to 

understand the factors and events that shaped the Modern World. The study of History in this course will develop students’ 

critical thinking skills and at the same time provide them with a deeper understanding of what it means to share a common 

humanity.   

 

授業の内容（Course Contents） 

This course will chart some of the major political, social, and economic changes that took place in Western Countries during the 

modern period and show how these changes impacted upon the rest of the world. It will adopt a thematic and a broadly 

chronological approach.  Course themes will include Colonialism and Slavery, Enlightenment and Revolution, Evolution and 

Imperialism, Liberal Democracy and Authoritarianism, Independence and Nation building.  Case studies of individual countries 

will provide concrete examples of the general themes discussed. This course will also involve the analysis of primary source 

documents related to the themes studied in class.   

Students are required to make one presentation and write one essay. A guest speaker will be invited from another university to 

give an alternative perspective on a topic related to the themes of the course. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Theme: Age of Exploration  

2. Primary Sources: ‘Cultural contact in the Age of Exploration’  

3. Theme: Mercantilism and Colonialism  

4. Case study: The Slave trade and Africa  

5. Primary Sources:‘Slavery in the Atlantic World’  

6.  Theme: The Enlightenment  

7. Primary sources: ‘What is Enlightenment?’  

8. Case study: American and French Revolutions  

9. Primary sources: ‘Revolution for whom?’  

10. Theme: Socialism and Radicalism in Europe 

11.  Case Study: British Imperial policy 

12. Case study: Indian Rebellion  

13. Primary sources: ‘Envisioning alternatives to nineteenth-century Capitalism’  

14. Theme: Nations and Empires, 1850-1914  

15. Case study: Opium War and China 

16.  Case study: Belgian Congo  

17.  Primary sources: ‘Evolution and Imperialism’  

18. Theme: Liberal Democracy and Authoritarianism  

19. Case study: Russia  

20. Primary sources: ‘Technology, religion and the meaning of progress’  

21. Theme: Decolonization  

22. Case study: India  

23. Primary sources: ‘Independence and nation building’  
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24. Student presentations 

25. Student presentations 

26. Student presentations 

27. Feedback on First Draft of Essay  

28. Analysis of unseen document and  course evaluation 

 

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

 Students are required to read assigned documents and prepare answers for discussion questions before class.  Students will 

study the instructor's feedback to their essay. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Student presentation(20%)/Participation in class discussions(40%)/Essay(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Elizabeth Pollard, Clifford Rosenberg, Robert Tignor & Alan Karras. 2015. Worlds Together, Worlds Apart: A History of the 
World: From the Beginnings of Humankind to the Present (Concise Edition) (Vol. 2). W.W. Norton and Company Ltd. (13: 978-

0393250947) 

Students are not required to purchase the course textbook.  It will be available on reserve in Rikkyo University library.  

Documents and reading material from the textbook will be posted on blackboard in advance of class.  

 

参考文献（Readings） 

Students will receive information about essential reading for this course at the first session. 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

Classes will be held in both lecture and seminar style.   

 

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(Niiza) 

(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 

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） 

日本語 

(Japanese) 

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。 

 

It is often said that "Japanese people are non-religious," but students will become able to respond to this statement in detail. 

 

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。 

 

Buddhism is beginning to attract attention in the global era. For example, "Zen" is becoming popular overseas, and young people 

in Japan are crazy about "power spots." Actually, Buddhism is very close to us, but we are not aware of it. Students will study 

Buddhism in an easy-to-understand manner from the fundamental concepts to the sects. 

 

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 
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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(Niiza) 

(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） 

日本語 

(Japanese) 

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、近代以前の人物の物語・伝記類・著作を取り上げることを通じて、日本の宗教について考える。 

 

Students will think about Japanese Religions by considering stories, biographies, and writings of prominent people before 

modern times. 

 

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。 

 

Students will consider stories and biographies, etc. of prominent people in Japanese Religions. Students will think about the 

ideal form of religion in Japan by reading texts such as "The Tale of Konjaku," biographies, and picture scrolls, etc. 

 

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. 役行者 

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. ハビアン①（天草版『平家物語』） 

13. ハビアン②（『妙貞問答』） 

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%)/出席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(Niiza) 

(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（The basic knowledge of Islam and Muslim 

societies) 

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） 

日本語 

(Japanese) 

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、ムスリム社会が古

くから継承する文化や、現代における諸問題を理解することを目指す。 

 

In this course, we will first learn the fundamental values of Islam shared by muslims around the world, and then aim to learn 

about the cultures historically inherited and various contemporary problems in Muslim societies. 

 

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。本授業は、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。  

 

The knowledge and understanding of Islam are essential items for people living in the modern world. This course introduces the 

basic knowledge of Islam and explains the aspects of Muslim social life from various angles. The lecture format will be based on 

PowerPoint, and we will use video materials and actual materials as appropriate. The order and content of the classes may 

change slightly depending on the progress. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イスラーム世界の歴史 

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. イスラームの美術 

5. イスラームの建築 

6. イスラームと音楽 

7. イスラームの儀礼行為 

8. ユダヤ教、キリスト教、イスラーム 

9. 映画で学ぶイスラームの世界（１） 

10. パレスチナ問題とイスラームの世界 

11. 映画で学ぶイスラームの世界（２） 

12. アラブの春とイスラーム主義 

13. シーア派とスンナ派 

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、授業で紹介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%)/授業態度、コメントペーパー、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. 大川玲子、2018、『クルアーン：神の言葉を誰が聞くのか』、慶応義塾大学出版会 (ISBN:978-4766425550) 

2. 岡真理、2018、『ガザに地下鉄が走る日』、みすず書房 (ISBN:978-4622087472) 

その他の参考文献は、各回の授業時に紹介する。 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FA804 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

「宗教」とは何か                    新座(Niiza) 

(What is  religion ?) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
宗教学的思考を身につける 

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） 

日本語 

(Japanese) 

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。 

 

We will aim to be sensitive to the word "religion" through a multi-dimensional examination of the concept and term of "religion", 

and genealogical consideration. 

 

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 世紀後半以降の宗教研究

の流れを紹介しながら、「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。 

 

This class is not a commentary on individual religions, but a reflection on the concept and the term of "religion". Specifically, 

introducing the flow of religious studies since the late 19th century, we would like to consider the position of "knowing about 

religion," rather than "believing" or "moving away from" it. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. はじめに： 宗教学の言説空間。日本は本当に「無宗教」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）： 宗教起源論その１ 

5. 「宗教」はどのように研究されてきたか（２）： 宗教起源論その２ 

6. 「宗教」はどのように研究されてきたか（３）： 神観念について 

7. レヴィ=ストロースによる問題提起 

8. マギア（呪術、魔術、魔法）論 

9. 時間と空間をめぐって 

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 世紀の神話学その１ 

12. 神話をいかに解釈するか（３） 20 世紀の神話学その２ 

13. 儀礼論 

14. 贈与論 

 

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

ブックリストの本を一冊でも多く読むこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(70%)/中間レポート(30%) 

【変更前】筆記試験(Written Exam)70%, 平常点(In-class Points)30% (中間レポート 30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

毎回レジュメを配布し授業を行う。 

 

参考文献（Readings） 

講義のなかで指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

教員作成のブックリスト 

https://ameblo.jp/pettazzoniano/entry-12476646103.html 
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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(Niiza) 

(Root of Human Rights) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 

じぶんごととして、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」を問いなおそう 

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） 

日本語 

(Japanese) 

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。 

 

In this class, the aim is that students become aware of gender and sexuality issues that bind us all on the premise of acquiring 

basic knowledge about human rights, especially "gender and human rights," and face issues in contemporary society with 

problem-awareness. 

 

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。 

 

Do you think that you have nothing to do with gender, such as "discrimination," and you don't need to think about 

discrimination or gender and sexuality? Gender and sexuality issues in modern society are at the point of being "invisible," and 

exist in various "educational" places such as school education, social education, and family education, etc. that we have all 

experienced so far and in daily life. And we grow up while "learning" those problems. In this class, the aim is that students first 

become aware of gender and sexuality issues that bind us, and then face issues in "society" with problem-awareness. 

 

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）「LGBT」=性の多様性？？？ 

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？～「炎上」と「人権」の関係性～ 

11. 「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～ 

12. 「まなざし」を問う （２）クィアペダゴジーと〈性〉 

13. 「まなざし」を問う （３）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） 

授業内で書いてもらうコメントや感想内容(35%)/中間課題(25%)/最終テスト(Final Test)(40%) 

受講者数を勘案して、個人・グループワークを取り入れる場合もあります。また、中間・最終課題は、知識の暗記ではなく、自分の

思考を整理し、論述すること求めます。 

 

テキスト（Textbooks） 
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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. 高橋哲哉、2012、『犠牲のシステム 福島・沖縄』、集英社 

3. 2015、『季刊セクシュアリティ 72 特集 性教育実践のためのキーワード 51』、エイデル研究所 

4. 渡辺大輔、2018、『性の多様性ってなんだろう? (中学生の質問箱)』、平凡社 (ISBN:4582837808) 

テキストや授業内で配布するレジュメ・資料は、中間・最終課題で利用していただきます。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. 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 

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 

5. パウロ・フレイレ、2011、『被抑圧者の教育学―新訳』、亜紀書房 

6. 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 

 

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「じぶんごと」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(Niiza) 

(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） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

2011 年度以前 1 年次入学者対象科目 

立教科目・人権 

オンデマンド授業 

 

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。 

 

Through learning and experiencing deaf people and sign language, students will acquire new perspectives for thinking about 

symbiotic society. 

 

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。 

 

We will consider deaf people as language and cultural minorities, sign language as natural language, and look at the mechanisms 

and structures specifically. We also deal with the relationships between deaf people, sign language and society from the aspects 

of education, law, and human rights, etc. 

 

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)） 
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【オンデマンド授業  配信スケジュール】 

第 1 回 9 月 22 日 

第 2 回 9 月 29 日 

第 3 回 10月 6 日 

第 4 回 10月 13 日 

第 5 回 10月 20 日 

第 6 回 10月 27 日 

第 7 回 11月 3 日 

第 8 回 11月 10 日 

第 9 回 11月 17 日 

第 10 回 11 月 24 日 

第 11 回 12 月 1 日 

第 12 回 12 月 8 日 

第 13 回 12 月 15 日 

第 14 回 12 月 22 日 

 

【変更前】 

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。 

 

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(Niiza) 

(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） 
休講 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

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 

【2020 年 4 月 24 日付変更】（学期）春学期→休講 

 

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。 

 

Students will learn braille as new "characters of mine" and become familiar with the lives of people who use them (especially 

people with severe visual impairment). 

 

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。 

 

Braille is a set of characters shared by all humans. It is not a set of symbols used only by visually impaired people "in place of 

letters." However, unfortunately, this cannot be said to be the common understanding at present. This fact clearly illustrates 

the situation surrounding human rights where the blind are the main users of Braille today. In this class, we want students to 

learn Braille as new "characters of mine" and think deeply about characters and human rights, and more broadly about the 

question "What are human rights?" 

 

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. まとめ 

 

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 
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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） 
仏教の歴史・思想・説話 

担当者名 

（Instructor） 
林 隆嗣(HAYASHI TAKATSUGU) 

学期 

（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） 

日本語 

(Japanese) 

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） 

古代インドにおける仏教の成立過程をブッダ（釈尊）の生涯とともに概観して、仏教思想の基本的な特徴を理解し、さらにインド説

話の世界的な広がりについて考察しながら仏教の世界を様々な側面から捉えることを目標とする。 

 

This course aims to capture the Buddhist world from various perspectives, overviewing the process of the formation of 

Buddhism in ancient India together with the life of Buddha (Sakyamuni), understanding the basic features of the Buddhist 

thought, and, considering the blobal spread of Indian narratives. 

 

授業の内容（Course Contents） 

古代インドの歴史的、社会的、思想的背景を探り、そこから普遍宗教として世界に広まった仏教がどのようにして成立したのかを

明らかにし、主にパーリ仏典に基づいてブッダの生涯（仏伝）とその基本思想を解説する。さらに、日本でも有名な仏教の説話を

とりあげ、それらの源流と東西への伝播について考察していく。 

 

In this course, we will investigate the historical, social and philosophical background of Buddhism in ancient India, clarify how 

Buddhism was established as a universal religion spreading to the world. We will also examine the life of the Buddha and his 

thought. Furthermore, the origin and transmission of the Buddhist narratives which are famous in Japan are considered. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 講義全体の説明、受講に際しての注意など 

2. 仏教の成立背景①アーリヤ人の宗教と古代インドの社会 

3. 仏教の成立背景②輪廻の思想と出家修行者たち 

4. ブッダの生涯①誕生～四門出遊 

5. ブッダの生涯②悟りと説法の旅 

6. ブッダの生涯③入滅 

7. キリスト教に伝わったブッダの伝記 

8. 仏教の基本思想と救済論 

9. 仏教における時間意識と宇宙論 

10. 仏教における慈悲と愛 

11. 仏教と世界の説話①「猿の生き胆（くらげのおつかい）」 

12. 仏教と世界の説話②「子引き裁判」 

13. 仏教と世界の説話③「姥捨て山」 

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） 

授業内に 2 回（10％、20％）行う小テスト(30%)/リアクションペーパーの内容(40%)/最終テスト(Final Test)(30%) 

3 分の 2 以上の出席をしていない場合は、単位取得不可。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 中村元・三枝充悳、2009、『バウッダ[佛教]』、講談社 (ISBN:9784062919739) 

2. 菅沼晃・渡辺章悟、2011、『ブッダを知る事典』、佼成出版社 (ISBN:9784333024995) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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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） 

宗教思想と文化  

(Religious Thought and Culture) 

担当者名 

（Instructor） 
ムスリン イ－リヤ（MUSULIN ILJA） 

学期 

（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） 

日本語 

(Japanese) 

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） 

本コースでは、宗教を中心に日本の思想史を学ぶとともに、多種多様な宗教信仰と実践が日本文化の形成過程や歴史的変貌に

おいて果たした役割を考えていく。 

日本の諸宗教に関する基礎知識を取得し、宗教関連の諸問題を様々な視点から考える態度・能力を身に付けることが本コース

の到達目標である。 

 

In this course, by studying the history of Japanese religious thought, we examine the role that various religious beliefs and 

practices played in the formation of Japanese culture. The main goal of this course is acquiring basic knowledge of Japanese 

religions, but we also attempt to develop the custom and ability to think about social and cultural issues from different 

viewpoints, which is very important for critical thinking and nurturing an atmosphere of understanding and respect for different 

worldviews and value systems. 

 

授業の内容（Course Contents） 

本コースの授業では歴史をたどりながら日本における宗教（神道、仏教、道教、儒教、キリスト教、新宗教など）について学んでい

く。 

 

This course looks at the historical development of religious thought in Japan by examining various religions, such as Shinto, 

Buddhism, Taoism, Confucianism, and Christianity. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 第 1 回 コース紹介。有史以前の日本列島における宗教。 

Course introduction. Religion in prehistoric Japan. 

2. 第 2 回 神道（一） 

Shinto (I)  

3. 第 3 回 神道（二） 

Shinto (II)  

4. 第 4 回 神道（三） 

Shinto (III) 

5. 第 5 回 日本の仏教（一） 

Japanese Buddhism (I) 

6. 第 6 回 日本の仏教（二） 

Japanese Buddhism (II) 

7. 第 7 回 日本の仏教（三） 

Japanese Buddhism (III) 

8. 第 8 回 レポート試験に関する指導 

Guidelines for writing the term-end paper. 

9. 第 9 回 山岳信仰と修験道。日本におけるシャーマニズム 

Mountain worship and Shugendo. Shamanism in Japan. 

10. 第 10 回 日本における儒教思想（一） 

Confucian thought in Japan (I) 

11. 第 11 回 日本における儒教思想（二） 

Confucian thought in Japan (II) 

12. 第 12 回 日本におけるキリスト教（一） 

Christianity in Japan (I) 

13. 第 13 回 日本におけるキリスト教（二） 

Christianity in Japan (II) 

14. 第 14 回 日本の新宗教; 現代日本人の宗教観 

Japanese new religions. The religiosity of the contemporary Japanese 
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授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

本コースの履修者は、期末レポートの執筆のため、日本の宗教を題材とした書籍を一冊読まなければならない（具体的なテーマ

は自由）。 

Students taking this class will be required to read one book on Japanese religions of their own choosing, for the purpose of 

writing the term-end paper. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(70%)/授業への取り組み（授業参加 15％、出席率 15%）(30%) 

Term-end paper 70%, Classroom attitude 30% (Participation in discussion 15%, attendance 15%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業毎にプリントを配る。 

Handouts will be distributed in each lesson. 

 

参考文献（Readings） 

授業毎に指示する。 

Relevant reading material will be introduced in each lesson. 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

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） 

日本語 

(Japanese) 

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。 

 

Students will understand Islamic thought in comparison with West Asian ideas such as Eastern Christianity and Zoroastrianism. 

 

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。 

 

We will place emphasis on the historical development leading to the formation and development of Islam. We will begin with the 

process of Islam being established in the cultural sphere of Eastern Christianity and Zoroastrianism in the late ancient period, 

and follow up to the development of a unique Islamic civilization by accepting philosophy and science under the influence of 

Hellenism. 

 

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） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/出席と毎回の課題(40%) 

2/3 以上の出席をしていない場合は，単位修得不可。<BR>【変更前】筆記試験(Written Exam)70%, 平常点(In-class Points)30% 

(出席および授業態度 30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 青木健、2019、『新ゾロアスター教史』、刀水書房 

2. 青木健、2012、『古代オリエントの宗教』、講談社 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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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） 
宗教学的思考を身につける 

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） 

日本語 

(Japanese) 

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。 

 

We will aim to be sensitive to the word "religion" through a multi-dimensional examination of the concept and term of "religion", 

and genealogical consideration. 

 

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 世紀後半以降の宗教研究

の流れを紹介しながら、「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。 

 

This class is not a commentary on individual religions, but a reflection on the concept and the term of "religion". Specifically, 

introducing the flow of religious studies since the late 19th century, we would like to consider the position of "knowing about 

religion," rather than "believing" or "moving away from" it. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. はじめに： 宗教学の言説空間。日本は本当に「無宗教」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）： 宗教起源論その１ 

5. 「宗教」はどのように研究されてきたか（２）： 宗教起源論その２ 

6. 「宗教」はどのように研究されてきたか（３）： 神観念について 

7. レヴィ=ストロースによる問題提起 

8. マギア（呪術、魔術、魔法）論 

9. 時間と空間をめぐって 

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 世紀の神話学その１ 

12. 神話をいかに解釈するか（３） 20 世紀の神話学その２ 

13. 儀礼論 

14. 贈与論 

 

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

ブックリストの本を一冊でも多く読むこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(100%) 

【変更前】筆記試験(Written Exam)70%, 平常点(In-class Points)30% (中間レポート 30%) 

【変更前】レポート試験(Report Exam)70%, 平常点(In-class Points)30% (中間レポート 1回 30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

毎回レジュメを配布し授業を行う。 

 

参考文献（Readings） 

講義のなかで指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

教員作成のブックリスト 

https://ameblo.jp/pettazzoniano/entry-12476646103.html 
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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） 

日本語 

(Japanese) 

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。 

 

Students will learn the history and knowledge of human rights thought and develop the ability to think about the problems of 

diverse inequality and discrimination in modern society. 

 

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

ても有名な話である。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。 

 

Although "human rights" is considered to be a universal concept, it is very famous that "human rights of women" were 

excluded at the beginning of the process, which was mainly invented by white men. In this course, after first grasping the 

historical background of "human rights," we will take up specific problems in modern society, and give an overview of how each 

problem intersects with human rights and how human rights thought has developed. Through this course, students will develop a 

keen sense and imagination about the issues of social inequality and discrimination that are (said to be) difficult to see in 

everyday life. 

 

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. 労働と人権（１） 

11. 労働と人権（２） 

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） 

毎授業時のリアクションペーパー(50%)/第 1 回ミニレポート(25%)/第 2 回ミニレポート(25%) 

締切を過ぎてのリアクションペーパーの提出は受け付けない。事情がある場合は担当教員に必ず連絡をすること。 

【変更前】筆記試験(Written Exam)70%, 平常点(In-class Points)30% (リアクションペーパー兼出席票 30%) 

 

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） 
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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） 

じぶんごととして、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」を問いなおそう 

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） 

日本語 

(Japanese) 

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。 

 

In this class, the aim is that students become aware of gender and sexuality issues that bind us all on the premise of acquiring 

basic knowledge about human rights, especially "gender and human rights," and face issues in contemporary society with 

problem-awareness. 

 

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。 

 

Do you think that you have nothing to do with gender, such as "discrimination," and you don't need to think about 

discrimination or gender and sexuality? Gender and sexuality issues in modern society are at the point of being "invisible," and 

exist in various "educational" places such as school education, social education, and family education, etc. that we have all 

experienced so far and in daily life. And we grow up while "learning" those problems. In this class, the aim is that students first 

become aware of gender and sexuality issues that bind us, and then face issues in "society" with problem-awareness. 

 

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）「LGBT」=性の多様性？？？ 

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？～「炎上」と「人権」の関係性～ 

11. 「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～ 

12. 「まなざし」を問う （２）クィアペダゴジーと〈性〉 

13. 「まなざし」を問う （３）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） 

授業内で書いてもらうコメントや感想内容(35%)/中間課題(25%)/最終テスト(Final Test)(40%) 

受講者数を勘案して、個人・グループワークを取り入れる場合もあります。また、中間・最終課題は、知識の暗記ではなく、自分の

思考を整理し、論述すること求めます。 

 

テキスト（Textbooks） 
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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. 高橋哲哉、2012、『犠牲のシステム 福島・沖縄』、集英社 

3. 2015、『季刊セクシュアリティ 72 特集 性教育実践のためのキーワード 51』、エイデル研究所 

4. 渡辺大輔、2018、『性の多様性ってなんだろう? (中学生の質問箱)』、平凡社 (ISBN:4582837808) 

テキストや授業内で配布するレジュメ・資料は、中間・最終課題で利用していただきます。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. 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 

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 

5. パウロ・フレイレ、2011、『被抑圧者の教育学―新訳』、亜紀書房 

6. 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 

 

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「じぶんごと」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） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

2011 年度以前 1 年次入学者対象科目 

立教科目・人権 

オンデマンド授業 

 

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。 

 

Through learning and experiencing deaf people and sign language, students will acquire new perspectives for thinking about 

symbiotic society. 

 

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。 

 

We will consider deaf people as language and cultural minorities, sign language as natural language, and look at the mechanisms 

and structures specifically. We also deal with the relationships between deaf people, sign language and society from the aspects 

of education, law, and human rights, etc. 

 

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)） 
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【オンデマンド授業  配信スケジュール】 

第 1 回 9 月 22 日 

第 2 回 9 月 29 日 

第 3 回 10月 6 日 

第 4 回 10月 13 日 

第 5 回 10月 20 日 

第 6 回 10月 27 日 

第 7 回 11月 3 日 

第 8 回 11月 10 日 

第 9 回 11月 17 日 

第 10 回 11 月 24 日 

第 11 回 12 月 1 日 

第 12 回 12 月 8 日 

第 13 回 12 月 15 日 

第 14 回 12 月 22 日 

 

【変更前】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。 

 

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(Niiza) 

(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(ISHII 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。 

 

Students will understand the basics of economics and the economy using the concept of markets. 

 

授業の内容（Course Contents） 

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。 

 

Lectures will be given on the basic concepts of economics and the economy, focusing on the roles and limitations of the 

market, which is the basic concept of economics. Furthermore, I would like to examine the two topics of "income distribution 

and poverty" and "globalization" as real economic problems from the viewpoint of "the roles and limitations of the market" to 

deepen students' understanding. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 市場の役割① 

3. 市場の役割② 

4. 市場の限界と政府の役割① 

5. 市場の限界と政府の役割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. 市場と所得分配① 

9. 市場と所得分配② 

10. 市場と所得分配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） 

必要に応じて指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業時の課題(20%)/小テスト（8％×10 回）(80%) 

【変更前】筆記試験(Written Exam)80%, 平常点(In-class Points)20% (小テスト、リアクションペーパー、出席 20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

毎回配布する資料に沿って講義を進める。 

 

参考文献（Readings） 

必要に応じて指示する。 

 

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

(Business Indices, Disparities and Statistics) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
統計で読み解く景気と格差 

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。また、我が国の公的統計の不正が相次いで発覚し、

データによる社会の把握に複雑な課題が生じている。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。 

 

Words such as "the economy" and "disparity" are often used in daily life and are often noted as social problems. However, the 

details of "the economy" and "disparity" are diverse, and it is not easy to grasp them as reality. In addition, frauds in Japan's 

public statistics have been detected multiple times, and complex issues have arisen by understanding society through data. The 

aim of this course is to use statistical information to gain a better understanding of these issues and to gain a perspective for 

discussing the issues facing society. 

 

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

は講義と演習・議論を組み合わせて行う。毎回のテーマについて、得られた統計を読み解き、その特徴や課題を共有するスキル

を養う。 

 

Students will learn to understand the current situation using statistical information regarding the problems of "the economy" 

and "disparate society" that consolidate social problems in contemporary Japan. The classes will combine lectures with 

exercises and discussions. For each theme, students will interpret the statistics obtained and develop skills to share their 

respective features and issues. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス：不正統計と景気・格差 

2. 公的統計の体系 

3. 統計データへのアクセス 

4. 記述統計と指数 

5. 景気循環 

6. 国民経済計算 

7. 景気動向指数 

8. 人口統計 

9. 労働統計 

10. 賃金・所得統計 

11. 国民生活統計 

12. 格差研究の最前線 

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） 

授業回数の減少の中「例年と実質同程度の水準」を求められているため、履修者の自習に頼る比率が相対的に大きくなります。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(100%) 

授業中の議論の貢献度、および任意の課題提出に加点する 

【変更前】筆記試験(Written Exam)100% 

 

テキスト（Textbooks） 

特に指定せず，毎回レジュメを配布する。 
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SAGE Researchmethods <https://methods.sagepub.com/>を利用する。学内からアクセス可能。 

 

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 

5. 立教大学社会情報教育研究センター、2019、『日本の公的統計・統計調査』、三恵社 (ISBN:978-4-86693-125-8) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

・e-stat「政府統計の総合窓口」の情報を利用する。 

・本講義で提示する公的統計データは、現在公表されている値に不正がないという前提である。したがって今後正しい値に訂正さ

れた場合、本講義で読み解いた社会像とは大きく異なるということがあるかもしれない。しかし仮に現在の政府統計がすべて虚構

であったとしても、本講義において得られる知識や考え方がすべて無駄になるわけではない。統計的な正しさとは何か、に関して

は授業内での議論を通じて考えていく。 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 

 - 200 - 

■FB003 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

法と社会                        新座(Niiza) 

(Law and Society) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
スポーツと法のかかわりを考える 

担当者名 

（Instructor） 
村本 宗太郎(MURAMOTO SOTARO) 

学期 

（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） 

社会の中でなぜ法は必要とされるのか。自由な活動であるスポーツと、社会の規範である法はどのように関わっているのか、学

生間の議論を通じて理解することを目標とします。 

 

Why are laws necessary in a society? The course aims to understand the relationship between sports as free activities and laws 

as social norm through student discussion. 

 

授業の内容（Course Contents） 

本授業は 2 回の授業で 1 つのテーマを学習するものとします。1 回目の授業で講師が具体的なスポーツと法の関わる事例を紹

介し、事例に対する基本的な知見及び考え方を講義します。2回目の授業では学生間の議論を通じて、スポーツと法の問題に対

する解決策を探るものとします。 

 

Single theme will be studied in two classes. In the first class, specific cases involving sports and law will be introduced and a 

lecture will be given on basic knowledge and approach towards the case study. In the second class, resolution for issues 

concerning sports and law will be explored through student discussion. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業ガイダンス 

2. 法とは何か、社会の中で法はなぜ必要とされるのか 

3. スポーツとは何か、スポーツと法はなぜかかわるのか 

4. スポーツにおけるルールとモラル、スポーツマンシップ 

5. スポーツにおける勝利追及とフェアプレーについて議論する 

6. スポーツ指導者に求められる考え方と責任 

7. 理想的なスポーツ指導のあり方について議論する 

8. スポーツ場面における暴力の発生 

9. 部活動における体罰問題について議論する 

10. スポーツにおけるジェンダーにまつわる問題 

11. スポーツにおける平等と公平について議論する 

12. ドーピング問題の現状と課題 

13. ドーピング問題とアスリートについて議論する 

14. 授業総括 

 

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

各回の授業テーマに関連した新聞記事を大学のデータベースで検索及び印刷し、記事の内容に対するコメントを用意してくること

を課題とする。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(45%)/各回の課題提出状況(30%)/授業態度（議論への参加等）(25%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 日本スポーツ法学会監修、2017、『標準テキストスポーツ法学第 2 版』、エイデル研究所 (ISBN:9784871686082) 

2. 井上俊・菊幸一編著、2012、『よくわかるスポーツ文化論』、ミネルヴァ書房 (ISBN:9784623061181) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業内では学生間の議論を積極的に行うため、能動的な授業参加を求めます。 
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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(Niiza) 

(Politics and Society) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
映像作品で考える政治学：ナショナリズムと現代政治編 

担当者名 

（Instructor） 
笠井 昭文(KASAI AKIFUMI) 

学期 

（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） 

オンデマンド授業 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 1．政治学が扱ってきた様々なテーマや政治思想を紹介しながら、現代政治をめぐる諸問題についての理解を深めていきたいと

思います。2．レポート作成を通じて、学生にとって必要となる基礎的な文章能力の向上を図ります。3．以上の目標を通じて、現代

社会の諸問題について、自ら考え、自分の言葉で表現しようとする人間を育てたいと思います。 

 

 1) I would like students to deepen their understanding of the issues surrounding contemporary politics while introducing the 

themes that political science has dealt with and various political ideas. 2) Improve the basic writing skills required for students 

through the preparation of reports. 3) Through the objectives described above, the instructor hopes to train people who can 

think on their own about the various problems in contemporary society and who try to express their ideas in their own words. 

 

授業の内容（Course Contents） 

 この講義は、政治を扱った映画を見る講義ではありません。様々な映画を政治学理解の補助線として利用しながら、政治学の

主要テーマや基本概念、政治上の出来事を紹介し、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、デモクラシ

ーとナショナリズムの概念を確認するところから始まって、戦後日本における自民党の利益誘導型政治へと向かい、新自由主義

による「改革」型政治やポピュリズムの問題を経て、それぞれが自らの「正義」を主張し合って、対立と分断、差別と排除、欺瞞と

隠蔽を深めつつある現代の政治状況を取り上げていきます。また、対立を乗り越え、新しい公共のあり方を生みだしていく境界人

の可能性についても考えたいと思います。このように現代社会を考える数多くのテーマを取り上げることによって、学生自身の政

治と社会を視る眼を育てていくことが、この講義のねらいです。また、小レポートの提出を通じて、他人に自らの考えを説得的に伝

えていく技能にも習熟してもらいます。 

 

 This course is not about watching movies dealing with politics. It is a course that introduces the main themes and basic 

concepts of political science and political events, and thinks about the problems that contemporary society, while using various 

movies as materials. The lectures start with the concept of nationalism and democracy, and through LDP's profit-inducing 

politics, neoliberal "reform" politics and populism issues, we will move on to the problems of contemporary politics that are 

intensifying the aspect of confrontation and division, discrimination and exclusion, and deception, while each people insists on 

their "righteousness." In addition, I would like to overcome confrontation and think about the possibility of marginal person who 

are positioned between the two sides and who will create new forms in the public sector. In this way, the aim of this course is 

to develop students' "eyes" and thinking for this society by taking up a number of themes that consider modern society. 

Students will also gain the skills to persuade others of their ideas through the submission of a short report. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 私たちが自由であるためには 宮崎駿監督『もののけ姫』 

2. デモクラシーとナショナリズム 宮崎駿監督『もののけ姫』 

3. 政治的恩顧主義で結びついた利益誘導型政治 F.F.コッポラ監督『ゴッドファーザー』 

4. 自民党とはどのような政党か F.F.コッポラ監督『ゴッドファーザー』 

5. 自民党政権の政策形成とその弊害 F.F.コッポラ監督『ゴッドファーザー』 

6. 新自由主義による福祉国家の解体 M.ハーマン監督『ブラス！』 

7. ポピュリズムとデモクラシーの両義的な関係 A.パーカー監督『エビータ』 

8. メディア戦略によって演出された劇場型政治 A.パーカー監督『エビータ』 

9. 過剰な期待と急速な幻滅、その不毛な繰り返し A.パーカー監督『エビータ』 

10. 「ポスト真実」という時代の中で J.J.アノー監督『薔薇の名前』 

11. 情報の迷宮の中で「真理」を独占しようとする人々 J.J.アノー監督『薔薇の名前』 

12. 現代の政権は人々の検証に基礎を置いているか J.J.アノー監督『薔薇の名前』 

13. リベラリズム・デモクラシー・全体主義 宮崎駿監督『もののけ姫』 

14. 異なる世界を架橋する境界人の可能性 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） 

最初に断っておきますが、この講義は、楽して単位がとれるようなものではありません。講義レジュメの中で提示するテーマで、小
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レポートを 5 回、執筆してもらいます。提出した小レポートは履修者全員に公開されますので、他人が読んでもわかりやすく、発想

や説得力の点で優れていて、内容に責任がとれるレポートを書かねばなりません。また、他の学生のレポートを 10 枚ほど読ん

で、レポート評価シートを 2 通作成する作業も 4 回行います。作成した評価シートはレポート執筆者に渡りますので、レポートの

内容を踏まえた、責任がとれるコメントを書かねばなりません。以上からもわかるように、一回の課題を仕上げるために、少なくて

も半日以上の時間が必要となります。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

講義で提示するテーマで小レポートを執筆 5 回提出(70%)/他の学生のレポートを読んだ上でレポート評価シートを作成 2 通×4

回提出(30%) 

小レポート 5 回、レポート評価シート 2 通×4 回、すべての課題が提出されない限り、成績評価の対象とはなりません。<BR>【変

更前】筆記試験(Written Exam)50%, 平常点(In-class Points)50% (講義で提示するテーマで小レポートを執筆 4 回以上提出 50%) 

 

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)） 

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。 

視覚障害・聴覚障害の学生の履修にも対応していきたいと思います。 

 

【オンデマンド授業  配信スケジュール】 

第 1 クール 

第 1 回を公開。 9 月 17 日(木)am0:00 

第 2 回を公開。 9 月 24 日(木)am0:00 

第 3 回を公開。 10 月 8 日(木)am0:00 

第 2 クール 

第 4 回と第 5 回を同時公開。 10 月 15 日(木)am0:00 

第 6 回を公開。 10 月 29 日(木)am0:00 

第 3 クール 

第 7 回と第 8 回を同時公開。 11 月 12 日(木)am0:00 

第 9 回を公開。 11 月 26 日(木)am0:00 

第 4 クール 

第 10 回と第 11 回を同時公開。 12 月 3 日(木)am0:00 

第 12 回を公開。 12 月 17 日(木)am0:00 

第 5 クール 

第 13 回と第 14 回を同時公開。 12 月 24 日(木)am0:00 

 

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(Niiza) 

(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） 

現代の社会が抱えている複雑だがしばしばよく目にする問題に対して、法的、倫理的、哲学的な視点から整理して理解することを

目指します。また、それらの問題は直接間接に海外の動向から様々な影響を受けている点にも注目してもらうことを意図していま

す。 

 

We will aim to organize and understand the complex but frequent problems that modern society has from legal, ethical, and 

philosophical points of view. In addition, we intend to point out that these issues are directly and indirectly influenced in various 

ways by overseas trends. 

 

授業の内容（Course Contents） 

この授業では、海外の動向に大きな影響を受けている、これまで国内の問題としては積極的に取り組まれてこなかったいくつか

の問題を取り上げます。そこでは法的な視点から捉えなおして論点の整理を試みます。また、法的視点にかぎらずに倫理的視

点、もしくは哲学的視点を含む一般的な視点に立つこと、そしてそこから物事を分解・整理して自己の考え方に照らし合わせて批

評する、ということについても簡単に説明し、自分の頭で物事をとらえる練習を試みます。取り上げるのは、代理出産(生殖医療)、

外国人労働者(移民問題)、そして感染症対策に関する問題(公衆衛生倫理)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。また、テーマと関連するビデオ視聴も行う予定です。 

 

In this course, we will take up a number of issues that are heavily influenced by overseas trends and that have not been 

actively addressed as domestic issues. We will try to reorganize these issues from a legal perspective. Also, we will explain 

briefly about looking from a general perspective, including ethical or philosophical perspectives regardless of the legal point of 

view, and from there disassembling and organizing the issues and critiquing them against our own way of thinking. Students will 

try to practice thinking about things with their own mind. We will cover surrogate births (reproductive medicine), foreign workers 

(immigrants), and infectious disease control issues (public health ethics). We will proceed with analysis and examination from the 

perspectives of "individual freedom" and "fair relationships with others." We will also watch videos related to the themes. 

 

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. 視点について(物事を解釈すること；演習) 

3. 移植医療をめぐる問題１(物事を整理分解して理解し評価する；演習) 

4. 移植医療をめぐる問題２(腎移植をめぐる議論；ビデオ視聴) 

5. 子の福祉と夫婦の選択１（ある裁判事例） 

6. 子の福祉と夫婦の選択２（法律上の諸問題） 

7. 子の福祉と夫婦の選択３（生命倫理における議論） 

8. 子の福祉と夫婦の選択４（代理母ビジネスの闇；ビデオ視聴） 

9. 外国人労働者と受け入れる社会との関係１（新たな政策をめぐって） 

10. 外国人労働者と受け入れる社会との関係２（移民の政治哲学１） 

11. 外国人労働者と受け入れる社会との関係３（移民の政治哲学２） 

12. 公衆衛生と個人の自由１（国境を超える感染症との闘い；ビデオ視聴） 

13. 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１） 

14. 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２） 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） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/リアクションペーパー(20%)/小レポート(20%) 

【変更前】筆記試験(Written Exam)100% 
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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） 

1. 赤林朗編、2017、『入門・生命倫理 I (改訂版) 』、勁草書房 

2. 日比野由利、2015、『ルポ 生殖ビジネス』、朝日新聞出版 

3. NHK 取材班、2017、『外国人労働者をどう受け入れるか』、NHJ 出版 

4. 宇佐美誠編著、2014、『グローバルな正義』、勁草書房 

5. 谷口清州監修、吉田眞紀子他編、2015、『感染症疫学ハンドブック』、医学書院 

6. 伊勢田哲治、2005、『哲学思考トレーニング』、筑摩書房 

7. 宇佐美誠・児玉聡・井上彰・松元雅和、2019、『正義論 ベーシックスからフロンティアまで』、法律文化社 

その他は初回授業時および授業期間中に適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■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(Niiza) 

(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） 

本講義は以下の取得を目的とする 

①経営戦略理論と経営組織論の基礎的理論の理解 

②事例を通した経営分析手法の理解 

 

The main aim of the course is for students to acquire the following: 

1) Understand the basic theories of management strategy and management organization 

2) Understand management analysis methods through case studies  

 

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、日本企業の実例を通して受講者の理解を深め

る講義を行う。 

担当教員は、本学経営学科卒業の後、メガバンク勤務があり、組織運営の事例では本学と他大学の比較や金融業界を採り上げ

る予定である。 

 

After explaining the basic theories of business administration necessary for "learning modern business," lectures will be given 

to deepen students' understanding through examples of Japanese companies. 

The faculty member in charge is from our university (Department of Business, from the athletic association volleyball club), and 

has experience working at a megabank. In the organizational management case studies, we plan to compare our university with 

other universities and the financial industry.   

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 本講義を学ぶ意義 

2. 企業の分類 法律面と経済面からの分類 

3. コーポレートガバナンスについて 

4. 経営戦略論（1）全社戦略と事業ドメイン 

5. 経営戦略論（2）多角化戦略とポートフォリオマネジメント 

6. 経営戦略論（3）競争戦略論 ポジショニングと資源ベース 

7. 経営戦略論（4）協調戦略とダイナミックケイパビリティ 

8. 経営組織論（1）組織の定義 

9. 経営組織論（2）組織デザイン 

10. 経営組織論（3）組織のライフサイクル 

11. マーケティング論（1）基本理論と概念変遷 

12. マーケティング論（2）セグメンテーション他 

13. 企業の健康経営の取組み 

14. 経営分析論 定性分析と定量分析 

 

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

時事問題に関心を持ってください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(100%) 

【変更前】筆記試験 100％ 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 
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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 (978-4-7944-2497-6c3034) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

本科目は、担当教員の実務経験、または実務に従事するゲスト・スピーカーの招聘講義等を活かした授業である。 
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■FB007 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

企業と社会                       新座(Niiza) 

(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。 

 

Like living organisms, companies cannot survive unless they are well adapted to the business environment in which they 

operate. In this course, students will learn about the business environment surrounding companies and the actions required to 

adapt to this environment. 

 

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。 

 

Companies conduct business by utilizing management resources such as people, goods and money. These management 

resources are procured from the labor market, the raw material market, and the financial market. 

In this course, we will focus on the relationships between these three markets and corporate behavior as the business 

environment surrounding companies, and proceed with learning while incorporating corporate case studies. 

 

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） 

レポート試験(Report Exam)(70%)/課題レポート(30%) 

【変更前】筆記試験(Written Exam)80%, 平常点(In-class Points)20% (コメントペーパーの内容 20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

日経新聞 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業はパワーポイントを用いた講義形式を基本とするが、理解を深めるために、毎回、グループワーク（ディスカッションや報告な

ど）や学生への質問を行う予定のため、積極的な受講態度が期待される。 

 

注意事項（Notice） 

必ず本講義専用のノートを準備してください。 

２回目以降、講義受講前には、必ず直前の 1 週間分の日経新聞を読み、気になるニュース（３～５つ）について、自筆ノートに記

録しておくこと。 

あわせて、期末レポートの準備のため、講義内容について自筆ノート（ワープロ不可）の作成が必須となります。 
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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(Niiza) 

(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。 

 

Students will understand the "structural relationships of environmental problems," by which environmental destruction actually 

extends not only to the natural environment but to humans themselves and their cultures and societies. In addition, we will 

identify "the essence of the problems of modern society" within this, reconsider the questions "What is the environment?" and 

"What is a human being?" and think about the ideal form of Japanese society. 

 

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。 

 

Students will learn from the lessons of past environmental destruction, and approach the essence of the problems of modern 

society that run through the "Ashio copper mine poisoning incident," the "Minamata tragedy," and "Fukushima." In particular, 

now that nuclear power plants have been restarted in less than five years from "3.11," we will try to clarify the meaning of 

"Fukushima" from the viewpoint of "modern society and the environment." In addition, through the work of questioning "What is 

a true civilization?" from multiple perspectives, in order to solve the problem, I would like to connect the discussion to the 

possibility of the human activity of agriculture, and explore the future prospects of Japanese society. 

 

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：環境破壊の教訓に学ぶ――人間とは如何なる存在か 

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） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/小レポート(20%)/リアクションペーパー(20%) 

【変更前】筆記試験(Written Exam)70%, 平常点(In-class Points)30% (コメントペーパーの内容 15%小レポート,15%) 

 

テキスト（Textbooks） 
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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) 

テキストについては初回授業時に指示する 

 

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) 

各回の講義における参考文献はその都度提示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

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(Niiza) 

(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） 

モバイル機器の普及や人工知能（AI）の普及などにより、大きく変わるデジタル社会において，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。  

 

Students will understand and consider the knowledge, rules, morals, and information transmission that they should be aware of 

in the digital society that is greatly changing due to the spread of mobile devices and artificial intelligence (AI), etc., aiming to 

acquire practical skills.    

 

授業の内容（Course Contents） 

日々、生まれ、変化するサービスやビジネス，人工知能（AI)など最新技術を利用した新たなビジネスや働き方が，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。  

 

How will new businesses and ways of working that use the latest technologies such as services, businesses, and artificial 

intelligence (AI) that are appearing and changing every day change our lives and society? We will organize the basic knowledge 

that students should know and comment on current topics related to information ethics. Students will organize and output their 

own ideas through exercises. Students will learn various ideas and deepen their thinking through group discussions and interview 

exercises.    

 

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. 情報技術とセキュリティ 

6. インターネットと犯罪 動向と対策 

7. 個人情報とプライバシー 

8. ビッグデータ活用と人工知能（ＡＩ） 

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. ソーシャルネットワークサービスと情報モラル 

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 に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） 

レポート試験(Report Exam)(70%)/授業で指示する課題(30%) 

【変更前】筆記試験(Written Exam)70%, 平常点(In-class Points)30% (授業で指示する課題 30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 高橋慈子 ほか、2020、『【改訂新版】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 

2020/4/21 シラバス変更：テキスト変更のため 

【変更前】高橋慈子 ほか/情報倫理 第 2 版/技術評論社/2020 
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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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■FB010 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

メディアと人間                     新座(Niiza) 

(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） 
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） 

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。 

 

Based on the characteristics of video media, we will aim to understand Japanese Constitutional Law, especially human rights, 

using video materials that deal with specific social issues. 

 

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。 

 

Although documentaries and films that deal with everyday social problems do not directly mention it, the themes are often 

directly linked to the constitution. This course is aimed at beginners in the constitution and law, and we will study Japanese 

Constitutional Law through video works. In addition, in order to learn systematically, it is recommended that students separately 

take the course "Japanese Constitutional Law" of the university-wide liberal arts subjects/university-wide curriculum or a 

course in the College of Law and Politics. 

 

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） 

平常点（受講内容を反映した毎回の小テスト）(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。 

【変更前】筆記試験(Written Exam)100% 

 

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） 
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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)） 

 

 

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(Niiza) 

(Culture and Society) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
「夢追い」・芸術文化・現代日本社会 

担当者名 

（Instructor） 
田村 公人(TAMURA KIMIHITO) 

学期 

（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） 

本授業は、「文化と社会」という科目の定義にしたがい、芸術や文化の領域で「夢」を追求する若者のライフスタイルに関心を寄せ

る社会学系の実証研究の検討を通じ、芸術や文化を育む現代日本社会のポテンシャルについて、洞察する力を養うことを目標と

します。 

 

Based on the definition of the subject of “culture and society”, This course examine empirical research in sociology that focus 

on the lifestyles of young people pursuing “dreams” in the field of art or culture. The aim is to develop an ability insight into the 

potential of contemporary Japanese society to foster art or culture. 

 

授業の内容（Course Contents） 

本授業では、芸術や文化の領域で「夢」を追求する若者のライフスタイルを直接的に、あるいは間接的に焦点とした、主として社

会学系の実証研究、具体的には「都市の創造性」を育む礎として、「夢」を追求する若者のライフスタイルを捉えていく都市社会学

系実証研究に加え、これとは対立するような捉え方、具体的には一種の「社会問題」として、「夢」を追求する若者のライフスタイ

ルを捉えていく教育社会学系実証研究、労働社会学系実証研究を詳細に検討するとともに、映像資料の視聴なども組み込みつ

つ、芸術や文化を育む現代日本社会のポテンシャルについて、考察を深め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。 

 

This course examine empirical research in sociology that directly or indirectly focus on the lifestyles of young people pursuing 

“dreams” in the field of art or culture. Specifically, the course examine in detail empirical research in urban sociology that 

understanding the lifestyles of young people pursuing “dreams” in the field of art or culture, as a basis for fostering “creativity 

in cities”. And also examine the opposite views to urban sociology. Specifically, examine in detail empirical research in sociology 

of education or labor that understanding the lifestyles as a kind of “social problem”. The course also include viewing video 

material. Through these efforts, the course plan to deepen insights into the potential of contemporary Japanese society to 

foster art or culture. Note that this plan may change slightly. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. ある小劇場系劇団の公演作品の視聴 

3. 視聴した映像資料の何に注目するか 

4. 都市社会学（都市下位文化理論）の視点 

5. 「夢追い」から見た、劇場街下北沢の生成・変化のプロセス 

6. 劇団員の友人関係とチケットノルマ 

7. 親との関係、恋人（パートナー）との関係 

8. 教育・労働社会学（フリーター論）の視点 

9. 「フリーター」の変容 

10. 「夢追い」と階層 

11. 就職難の時系列的変化 

12. 就職難と「夢追い」 

13. 「職業」か「趣味」か 

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)(70%)/コメントペーパー(30%) 
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なお、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. 松本康編、2014 年、『都市社会学・入門』、有斐閣 (ISBN:978-4-641-22015-7) 

3. 小杉礼子、2003 年、『フリーターという生き方』、勁草書房 (ISBN:4-326-65276-4) 

4. 苅谷剛彦、2012 年、『学力と階層』、朝日文庫 (ISBN:978-4-02-261734-7) 

 

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う予定

です。 

 

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(Niiza) 

(Understanding Contemporary Society) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
社会調査の基本と方法 

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） 

現代社会を科学的・客観的に知るための社会調査の基本的な考え方や方法論を習得するとともに、そうした方法論を用いて社会

調査を行ったり、基本的なデータの分析と解釈を行ったりすることができるようになることを目指す。 

 

The aim of the course is for students to acquire the basic ideas and methodologies of social research for scientifically and 

objectively understanding contemporary society, and to become able to conduct social research and analyze and interpret basic 

data using these methodologies. 

 

授業の内容（Course Contents） 

この授業では、現代社会の現実を科学的・客観的に把握するための社会調査の基本的方法を学んでいく。具体的には、①社会

調査の概要、②質問紙調査（量的調査）の設計、③データの整理・分析の方法といったことを学び、さらに公式統計の活用や質的

調査の方法についても学習する。特に質問紙調査に関しては、実際に質問項目を作ったり、データをパソコンで集計・分析したり

することの基本を学ぶ。 

 

In this course, students will learn the basic methods of social research to grasp the reality of modern society scientifically and 

objectively. Specifically, students will learn about (1) Outline of social research, (2) Design of questionnaire surveys (quantitative 

surveys), (3) Methods of data arrangement and analysis, etc., and also methods of utilization of official statistics and qualitative 

surveys. Especially in the case of questionnaire surveys, students will learn the basics of actually creating questions and 

aggregating and analyzing data on a computer. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション―社会調査とは何か 

2. 社会調査の種類とその考え方 

3. 質問紙（量的）調査の基本と質問紙の設計 

4. 調査の実施と集計の準備 

5. データの分析（１）―度数分布と代表値を確認する 

6. データの分析（２）―従属変数と独立変数の関連について学ぶ 

7. データの分析（３）―分析結果の解釈の仕方について学ぶ 

8. 量的調査の実際（１）―サンプリングと推測の考え方を知る 

9. 量的調査の実際（２）―統計的検定の考え方を理解する 

10. 公式統計、データアーカイブの活用（１）―公開されている統計データの活用方法について学ぶ 

11. 公式統計、データアーカイブの活用（２）―データの再集計と結果の提示の仕方について学ぶ 

12. 質的調査（１）―質的調査の考え方について学ぶ 

13. 質的調査（２）―質的調査の代表的な方法（インタビュー、フィールドワーク、参与観察等）について学ぶ 

14. 調査倫理と社会調査の限界 

 

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

授業期間内には随時小課題が出されるほか、PC(Microsoft Excel 等)を使用した量的データの分析を行うため、エクセルなどの

操作に不慣れな者は事前にその操作について習得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)(70%)/授業期間中に数回出す小課題(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特定のテキストは使用しない。 

 

参考文献（Readings） 
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1. 大谷信介ほか編著、2013、『新・社会調査へのアプローチ：論理と方法』、ミネルヴァ書房 (ISBN:4623066541) 

2. 森岡清志編著、2007、『ガイドブック社会調査 第２版』、日本評論社 (ISBN:4535582467) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業の内の数回は PC 教室を使用した実習形式の授業を予定している。 

 

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(Niiza) 

(The dignity of life and Welfare) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
医療保険「一部負担」の根拠を追う 

担当者名 

（Instructor） 
芝田 英昭(SHIBATA HIDEAKI) 

学期 

（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） 

通常、医療保険には「一部負担（或いは患者負担）」が存在することが当然だと考える人は多い。しかし、一部負担の根拠に関

し、「厚生白書」「厚生労働白書」全てを調べても、必ずしも正確な答えは得られない。では何故、根拠の明確でない「一部負担」

が存在するのかを、基本的人権や健康自己責任論から考える。 

 

Many people assume health insurance will at least partially pay for medical care. However, even if we examine all of the White 

Paper on Health and Welfare or White Paper on Welfare and Labor regarding the basis of the partial costs, an accurate answer 

cannot always be obtained. We consider the lack of clarity on "partial costs" through the lens of basic human rights and health 

self-responsibility theory. 

 

授業の内容（Course Contents） 

各年度版厚生白書（厚生労働白書）の医療保険に関する記述を解説し、「一部負担」の位置付けを理解する。「一部負担」の実態

に関して理解を深め、一部負担がなくても「医療保険」が運営できることを学ぶ。 

 

In this course, students will be able to explain the medical insurance statement in each fiscal year's White Paper on Health and 

Welfare and understand the role of "partial costs," deepening their understanding of the concept and learning that public 

medical insurance can be operated without partial costs. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 健康は自己責任か 

2. 医療保険「一部負担」の意味とは 

3. 厚生白書（厚生労働白書）に見る医療保険「一部負担」記述の変遷・・・1950 年代厚生白書 

4. 厚生白書（厚生労働白書）に見る医療保険「一部負担」記述の変遷・・・1960 年代厚生白書 

5. 厚生白書（厚生労働白書）に見る医療保険「一部負担」記述の変遷・・・1970 年代厚生白書 

6. 厚生白書（厚生労働白書）に見る医療保険「一部負担」記述の変遷・・・1980 年代厚生白書 

7. 厚生白書（厚生労働白書）に見る医療保険「一部負担」記述の変遷・・・1990 年代厚生白書 

8. 厚生白書（厚生労働白書）に見る医療保険「一部負担」記述の変遷・・・2000 年代厚生白書 

9. 厚生白書（厚生労働白書）に見る医療保険「一部負担」記述の変遷・・・2010 年代厚生白書 

10. 医療保険「一部負担」に関する先行研究 

11. 一部負担の受信抑制と世界のトレンド 

12. 医療保険の保険料・一部負担の未来展望 

13. 人間の尊厳と社会保障 

14. 人権としての社会保障と能力の共同生 

 

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

必ず事前にテキストを読んでおくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/個人発表：40%(40%) 

【変更前】筆記試験(Written Exam)80%, 平常点(In-class Points)20% (リアクションペーパーと出席 20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 芝田英昭編著、2019、『医療保険「一部負担」の根拠を追う』、自治体研究社 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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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(Niiza) 

(Design for the community) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
リノベーションを通じた公共空間の創出 

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，自分たちの問題として深く考えるための理論

と実践例を学ぶ。「廃校」や「空き家」などの活用事例を知り，その意義を理解する。 

 

Students will learn the theory and practice to think deeply about their problems in (re)use/renovation of "spaces" seen in 

various situations. Students will come to know the examples of using "closed schools" and "vacant houses" and  understand 

the significance. 

 

授業の内容（Course Contents） 

「空き家」や「廃校」が増加するなかで，その利活用が進んでいる。それは，いかなる背景から生まれ，どのような意味があるの

か。このような関心から，まず講義の前半では，公共性，空間や建物，ハードとソフトの関係に関する原理的考察を行う。次に後

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，公共性など。以

上を通じて，公共空間やシェア空間の（再）構築・創出が，自分たちに身近な問題であり，多様な実践可能性に開かれていること

を示す。 

 

With the increase of "vacant houses" and "closed schools," their utilization is advancing. What is the background to this and 

what does it mean? From such an interest, in the first half of the course, we will make a fundamental study of publicness, space 

and buildings, and the relationship between tangible and intangible factors. Next, in the second half, we will look at renovation 

examples of "closed schools and vacant houses." Keywords are renovation, common space, sharing, publicness, etc. Through 

the above, we will show that (re)construction and creation of public spaces and shared spaces is a problem we see all around us 

that is open to diverse practical possibilities. 

 

 

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. 事例紹介：廃校の活用 

7. 事例紹介：同上 

8. 事例紹介：同上 

9. 事例紹介：同上 

10. 中間考察もしくはその他の事例 

11. 事例紹介：空き家の活用～ シェアハウス 

12. 事例紹介：空き家の活用～ エリア・リノベ―ジョン 

13. 事例紹介：空き家の活用～それ以外 

14. まとめと展望 

 

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） 

レポート試験(Report Exam)(80%)/リアクションペーパー(20%) 

【変更前】筆記試験(Written Exam)90%, 平常点(In-class Points)10% (リアクションペーパーと授業態度 10%) 

 

テキスト（Textbooks） 
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なし。 

 

参考文献（Readings） 

1. 権安理、2018、『公共的なるもの』、作品社 (ISBN:9784861826719) 

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なるよう努める。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（平常点に反映される場合がある）。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(Niiza) 

(Introduction to Tourism Studies) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 

観光現象の学問的理解 

(Academic understanding for tourism phenomena) 

担当者名 

（Instructor） 
麻生 憲一(ASOH KEN-ICHI) 

学期 

（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） 

１）観光現象を体系的に理解する。 

２）観光に関する基本的知識を習得する。 

３）観光と地域との関わりを考える。 

 

1) Understand the tourism phenomena systematically. 

2) To acquire basic knowledge about tourism. 

3) Consider the relationship between tourism and the region. 

 

授業の内容（Course Contents） 

本授業では、観光に関する歴史的・理論的・政策的・実証的側面の基本的な知識を体系的に理解し、習得していくことを目的とす

る。観光の語源、概念、歴史的変遷、そして現在の観光にかかわるさまざまな現象を学問的に概観していく。なお場合によって授

業中にビデオ鑑賞なども行う予定である。 

 

The purpose of this lecture is to systematically understand and acquire basic knowledge on historical, theoretical, policy, and 

empirical aspects of tourism.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション（授業概要説明） 

2. 観光の概念と語源 

3. 観光の財・サービスとしての特性 

4. 観光・旅行の歴史（日本の観光史） 

5. 国内観光の現状 

6. 国際観光の現状 

7. 日本の観光政策 

8. 観光対象と世界遺産 

9. 観光統計と経済効果 

10. 観光産業の事例①・・・旅行業 

11. 観光産業の事例②・・・観光レジャー産業 

12. 観光資源の活用とまちづくり 

13. ホスピタリティと観光産業 

14. 観光の持続可能性（SDGｓ） 

 

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

日頃から観光に関する記事やニュースに関心をもち、その動向を把握しておくこと。授業で配布した資料をよく読みなおし、しっか

り復習すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(80%)/小テスト 1(10%)/小テスト 2(10%) 

【変更前】筆記試験(Written Exam)80%, 平常点(In-class Points)20% (小レポート 20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業中に指示をします。 

 

参考文献（Readings） 

授業中に指示をします。 

 

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

(Exploring Global Citizenship in Rikkyo Service Learning) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
18 歳成人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  

 

· Students will think about what is required of citizenship 

· Students will think about citizenship education and "making children citizens" and discuss solutions to the problems 

· The course will lead to students being able to solve problems independently in practice  

 

授業の内容（Course Contents） 

2016 年 6 月から「18 歳選挙権」が始まり、2022 年 4 月から「18歳成人」時代となる。18 歳の高校 3 年生でも選挙で投票ができ、

成人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。  

 

The "18-year-old election right" began in June 2016. Now that 18-year-old high school third graders can vote in elections, it 

will be important to bring up "children into citizens" and "children into adults" by the age of 18. Education to nurture 

sovereigns including mock elections = What kind of efforts are there in citizenship education, and what are the effects and 

issues? Design and plan "citizenship education" by the group and connect it to practice. 

Rather than one-sided lectures, the course will consist of participatory activities such as discussions with students, workshops, 

and interviews with guest speakers. We expect students to actively participate based on their own initiative.  

 

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 

・グループワークのための準備等は、学生同士で連絡を取り合って行うこと 

・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） 
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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) 

【9 月 4 日付追記】テキストについては初回授業時に指示する。 

 

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) 

 

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 

・グループワークを適宜実施するため、そのための事前準備等が必須となる 

・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） 

本科目は、担当教員の実務経験、または実務に従事するゲスト・スピーカーの招聘講義等を活かした授業である。 
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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(Niiza) 

(University and Modern Society) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
グローバル社会における大学教育の意義 

担当者名 

（Instructor） 
岩田 陽子（IWATA 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） 
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） 

・グローバル社会で生き抜くために必要な心構えとスキルについて理解する。 

・大学生活においての学びとキャリアの関係について理解する。 

・グローバル社会における大学教育の意義について理解する。 

 

The main objectives of this course are as follows: 

 

・Understanding the mindset and skills needed to survive in a global environment.   

・Understanding the relationship between learning in university and one’s career.   

・Understanding the significance of a university education in a global environment. 

 

 

授業の内容（Course Contents） 

グローバル社会では、より多様で複雑な判断が常に求められる。 

本授業では、そうしたグローバル社会で生き抜くうえで必要な「学ぶ力」「考える力」「信頼関係を構築する力」について理解を深め

る。さらに、そうした力を大学教育においてどのように培っていくかについても考えていく。なお、グループディスカッションやプレゼ

ンテーション等も取り入れ、学生たち自身が社会に出てから役立つスキル醸成にも力を入れる。 

 

Increasingly varied and complex decisions must be constantly made in a global environment. In this course, students will better 

understand “the ability to learn,” “the ability to think,” and “the ability to build trust,” which are needed to survive in a global 

environment. Students will also consider how to cultivate those abilities as a part of a university education. This course includes 

group discussions and presentations, and students will work to develop useful skills, which will benefit them after they graduate.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. グローバル社会の進展と大学教育 

2. グローバル社会で生き抜くために必要な心構えとスキル 

3. 「学ぶ力」① 

4. 「学ぶ力」② 

5. 「考える力」① 

6. 「考える力」② 

7. 「信頼関係を構築する力」① 

8. 「信頼関係を構築する力」② 

9. 大学生活とキャリア① 

10. 大学生活とキャリア② 

11. グローバル社会における大学教育① 

12. グローバル社会における大学教育② 

13. グローバル社会における大学教育③ 

14. 最終テスト 

 

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

毎回、授業時に指示を出す 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(40%)/授業内での発表(40%)/授業内に指示した提出物(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

適宜、配付する 
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参考文献（Readings） 

適宜、紹介する 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

・Ｗｉｆｉのつながるモバイル PCまたはスマートフォン等を使用して授業を行います。必ず持参してください。 

・授業はプロジェクタでパワーポイントを映写して展開します。 

・グループディスカッションやプレゼンテーション等、アクティブな授業となります。 

 

注意事項（Notice） 
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■FB020 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

ドイツ語圏の社会                    新座(Niiza) 

(Society in the German-speaking sphere) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
20 世紀のドイツ～ナチズム、ホロコースト、「過去の克服」 

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） 

２０世紀はドイツにとって激動の時代だった。第一次世界大戦敗北につづく世界恐慌、ナチスの台頭、全体主義国家への変貌、

そしてドイツは再び戦争へ突入していく。２０世紀のドイツを、ナチ時代、ホロコースト、戦後の克服に焦点をあてて考察する。 

 

The twentieth century was a turbulent period for Germany.The Great Depression, the rise of the Nazis, the transformation to a 

totalitarian state, and Germany enters war again. We will consider the  important historical events for Germany in the 20th 

century:the Nazi era, the Holocaust and the coming  to terms with the past in the postwar East-West division era. 

 

授業の内容（Course Contents） 

ドイツは、２度の戦争を引き起こし、敗北した。ホロコーストという前例のない虐殺行為を行い、戦後は東西に分断された。東西ド

イツは、異なった政治体制の中で４０年あまりを過ごし、この間にそれぞれに西と東で重要な位置を占めていく。激動の２０世紀を

ドイツに焦点をあてて考察しながら、現在にもつながる問題について考える。講義では、記録映画と劇映画を多用して理解の手

助けとしていく。 

 

Germany started two wars and was defeated. It carried out the unprecedented act of slaughter called the Holocaust and was 

divided into East and West after the war. East and West Germany spent about 40 years with different political regimes, 

occupying important positions in the East and West respectively during this time. While examining the turbulent 20th century 

focusing on Germany, we will approach the roots of the various problems that lead to the present. In lectures, we will use 

recording films and feature films extensively to help understanding. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション～ドイツとは 

2. 第一次世界大戦後のドイツ～ヴァイマル時代 

3. ナチスの台頭 

4. ナチスの文化政策 

5. ナチスのメディア戦略 

6. 第二次世界大戦とホロコースト 

7. ホロコースト  

8. ホロコースト 

9. ホロコースト 

10. 東西ドイツの出発 

11. 西ドイツの「過去の克服」 

12. 東ドイツの戦後 

13. 東西ドイツ統一後の諸問題 

14. 統一ドイツの「過去の克服」 

 

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） 

授業理解度(40%)/授業内課題１，２（各 30％）(60%) 

出席はハンディターミナルによる。毎回リアクションペーパーを提出してもらい、理解度の判断基準とする。<BR>【変更前】筆記試

験(Written Exam)70%, 平常点(In-class Points)30% (出席および授業に取り組む姿勢 30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

レジュメを配布する 

 

参考文献（Readings） 
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授業内に適宜指示する 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

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。また、授業開始後 30 分経過してから入室した場合、やむをえな

い場合を除き、出席とは認めない。 

リアクションペーパーについては、成績判断の参考とするが、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判断の対象にしない。 

 

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(Niiza) 

(Society in the French-speaking sphere) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
大革命以降のフランス社会の諸相に触れる 

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） 
CMP2200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 フランス社会の諸相を、それぞれの時代思潮や文化的実践をふまえて検討・分析しながら理解し、いわゆるフランスらしさと同

時にまたその多様性を考察する。 

 

We will understand the various aspects of French society by examining and analyzing each period based on thinking and cultural 

practice, and will consider so-called Frenchness as well as its diversity.   

 

授業の内容（Course Contents） 

 大革命によって民主主義の祖国ともいわれるフランスの近代市民社会のあり方を、その歴史をたどりながら考察します。配布の

プリントのほかにもさまざまな画像・映像資料を利用しつつ、大革命以降のフランス社会の変遷に多角的に迫っていきます。 

 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社会とは異なる、

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となることを希望します。 

 

 We will examine the ideal form of modern French civil society that is said to be the homeland of democracy following the 

French Revolution while tracing its history. Using various image and video materials as well as distributed print-outs, we will 

follow the transition of French society after the French Revolution from multiple perspectives. 

 Through this course, we hope that students will have the opportunity to think about the significance of France's unique 

culture and social form, which is different from the environment of Japan where we live, or the American society that you will 

be familiar with.   

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 風土から見るフランス 

2. 旧体制 

3. フランス革命とナポレオン 

4. 流動化する社会とロマン主義 

5. 二月革命と第二帝政 

6. ジャーナリズムの発達 

7. 交通とテクノロジー 

8. 万国博覧会とデポート 

9. 都市と印象 

10. ベル・エポック 

11. 第一次世界大戦とアヴァンギャルド 

12. 第二次世界大戦とレジスタンス神話 

13. 植民地と移民 

14. まとめ 

 

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、事前にプリントを配布する。 

配布資料には入手しやすい文庫本・新書を中心に該当テーマの文献を複数冊あげるので、興味関心に応じて参考にすること。 

 

 

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） 
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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(Niiza) 

(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） 
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） 

【2020 年 4 月 30 日付変更】（変更事由：時間割変更のため） 

春学期（Spring Semester) 金曜日(Fri)１時限(Period 1)⇒秋学期（Fall Semester）月曜日

(Mon)１時限(Period 1) 

 

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。 

 

Students will observe the realities of the Spanish-speaking world from both centripetal and centrifugal and divergent forces, and 

train their perception of this society that is often misunderstood in Japan. 

 

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。 

 

As "Catalonian independence" has become a talking point recently, in the Spanish-speaking world, there are centripetal force 

that works to integrate their members into a certain entity as well as centrifugal force that erupts in forms such as 

independence. Through historic examples, we will find the characteristics of the society between these two forces. 

 

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） 

各回の授業の理解度(20%)/小レポート①(40%)/小レポート②(40%) 

【変更前】筆記試験 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 Guardian,New York Timesなどで情勢把握しておく。 
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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(Niiza) 

(Society in the Chinese-speaking sphere) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
中心と周縁から見る中国語圏の社会 

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） 

中国語圏の地域やその社会について、その中心と周縁双方の観点から学ぶことにより、その歴史的な関係性と共通性・多様性を

理解する。 

 

Students will understand the historical relationships, commonality and diversity of the Chinese-speaking region by learning 

about the region and its society from both the center and the peripheries. 

 

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、その中心から見るのであれば、そこには一つの流れと、い

くつかの共通性をはっきりと見出すことができる。しかし、特にその周縁に当たる地域やその社会を具体的に見ていくと、そのあり

かたは決して一様ではなく、むしろ歴史的に形成された多くの差異と多様性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、上に述べた共通性と多様性を、その中心と周縁双方の観点から、具体的な事例や人物を通して理解することは、何

より重要な課題となると思われる。 

本講義では、まず中国本土の伝統的な社会の特徴について学ぶ。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）、および中国語圏の周縁に当たる台湾・シンガポールという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、現代の中国や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。  

 

Chinese-speaking regions, including China, have historically close connections, and by looking from the center, you can clearly 

find one flow and several commonalities. However, in particular if you look specifically at the surrounding areas and their 

societies, you will find that the way of life is not at all uniform, but rather filled with many historically formed differences and 

diversity. In order to learn about Chinese-speaking society, it seems that the most important task is to understand the above-

mentioned commonalities and diversity from the perspective of both the center and the peripheries through specific examples 

and people. 

In this course, we will first learn about the characteristics of the traditional society in China mainland. Next, we will learn 

specifically about the Chinese people who moved to/from the Chinese-speaking region, including China, and learn about the 

society and history of Taiwan/Singapore which are on the periphery of the Chinese-speaking region. Achieving the above-

mentioned tasks through these contents will also have great meaning in considering the state of modern China and East Asia. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. はじめに：「中国」について考える 

2. 中国の伝統的社会（エリート側の視点）①：「中華」観念、天と皇帝 

3. 中国の伝統的社会（エリート側の視点）②：儒教と科挙 

4. 中国の伝統的社会（民衆側の視点）①：「公」と「私」、家族・宗族、女性 

5. 中国の伝統的社会（民衆側の視点）②：同郷・同業団体・善堂・秘密結社 

6. 台湾史①：清朝と日本による「植民地」化 

7. 台湾史②：もう一つの「中国」の戦後史 

8. 華人の世界①：朝貢貿易体制と伝統的な華人ネットワークの形成 

9. 華人の世界②：イギリス非公式帝国の拡大と華人ネットワークの近代化 

10. シンガポール華人社会①：イギリス植民地統治下における華人社会の形成 

11. シンガポール華人社会②：現地社会での「華人」認識の普及 

12. シンガポール華人社会③：「抗日」ナショナリズムの高揚と戦争の時代 

13. シンガポール華人社会④：戦後、社会主義と開発独裁のあいだで 

14. おわりに：中国語圏の広がりとその共通性・多様性 

 

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であげた参考文献を用いて復習すること。授業内容などの質問についても随時受

け付ける。 
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成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(80%)/オンライン配信授業へのコメント内容(20%) 

【変更前】筆記試験：80  平常点：20 

 

テキスト（Textbooks） 

授業内にて適時指示する。 

 

参考文献（Readings） 

授業内にて適時指示する。 

 

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(Niiza) 

(Society in the Korean-speaking sphere) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
日韓をめぐる言語と思想の体系的視座から 

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） 
CMP2200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

この授業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視野に真剣に考えていきます。 

 

This course on modern history in Japanese and Korean politics, society, and culture will increase interest about significant 

relationships in Japan's and Korea's modern ages, emphasizing social science systems with the modern history between these 

two countries.  

 

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・実践していただければ幸いです。 

 

In this course, students will study the history of Japan and Korea in light of social sciences. Furthermore, on the basis of the 

historical environments in these two countries, our study will extend to the histories and social sciences of Northeast Asia. 

 

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. 韓国語文化圏の本質的側面について 

3. 韓半島と東北アジア文化との間の連鎖と交錯について 

4. 近代主義とオリエンタリズムの背景について 

5. 日韓の近代期に於ける興亜論・脱亜論について 

6. 合理性と共同的関係性の普遍化の概念をめぐる諸論議について 

7. 日韓をめぐる公共圏の概念をめぐる諸問題について 

8. 公的論議における顕在化・潜在化について 

9. Public Sphere の概観について 

10. Public Sphere の構成要素について 

11. 近代批判の視座と Public Sphere の可能性について 

12. 伝統性の継承と普遍性の克服をめぐる問題について 

13. 日韓に於ける市民公共圏構築の要素について 

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） 

中間テスト(35%)/最終テスト(Final Test)(35%)/最終レポート(Final Report)(30%) 

 

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)） 

授業中に全ての電子機器の操作（写真撮影・録画・録音・モバイル・スマホ・パソコン操作等）は絶対に行わないようにお願いいた

します。 
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注意事項（Notice） 

 

 

  



 

 - 240 - 

■FB025 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

異文化コミュニケーションを考える 

(Exploring Intercultural Communication) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 

現代バングラデシュ研究入門 

(Introduction to Contemporary Bangladeshi Studies) 

担当者名 

（Instructor） 
日下部 尚徳(KUSAKABE NAONORI) 

学期 

（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） 

１、バングラデシュの政治、経済、外交、文化に関する基礎的な用語が理解できるようになる 

２、バングラデシュの現代史を理解する 

３、バングラデシュが抱える社会的な課題について論じられるようになる 

  

 

The main objectives of this course are as follows: 

 

1. To be able to understand basic words relating to the politics, economy, diplomacy, and culture of Bangladesh. 

 

2. To understand the modern history of Bangladesh. 

 

3. To discuss social issues in Bangladesh. 

 

授業の内容（Course Contents） 

講義では、バングラデシュの政治や経済、外交、文化に関する総合的な理解を深めます。その上で、貧困や紛争、環境問題など

の社会的課題を中心に、バングラデシュに住む人びとが置かれている社会的状況について学びます。 

  

 

The course aims to deepen students’ comprehensive understanding of the politics, economy, diplomacy, and culture of 

Bangladesh. Students will learn about social situations faced by Bangladeshi people, mainly social challenges such as poverty, 

conflicts, and environmental issues. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 南アジア地域研究入門イントロダクション 

2. 世界の中の南アジア－ワークショップ：世界がもし 100 人の村だったら－ 

3. 南アジアの中のベンガル地域＜歴史＞：インドの西ベンガル州とバングラデシュ 

4. 南アジアの中のベンガル地域＜宗教＞：ヒンドゥとイスラーム 

5. 南アジアの中のベンガル地域＜文化＞：結婚式とダウリ 

6. 映像から考える南アジア①－ワークショップ：映像にみる南アジアの宗教・貧困・紛争－ 

7. 映像から考える南アジア②－ワークショップ：映像にみる南アジアの宗教・貧困・紛争－ 

8. 南アジアの中のベンガル地域＜政治＞：選挙制度と現代政治 

9. 南アジアの中のベンガル地域＜経済＞：バングラデシュの経済成長 

10. 地域紛争と平和構築－ワークショップ：バングラデシュの民族紛争から考える平和構築－ 

11. バングラデシュにおける貧困課題①：相対的貧困と絶対的貧困 

12. バングラデシュにおける貧困課題②：貧困脱却への取り組み（参加型開発、マイクロク 

レジット、ソーシャルビジネス） 

13. 貧困とは何か－ワークショップ：ベンガルの農村事例から考える貧困－ 

14. 南アジアと私たち 

 

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

1、授業内で指示した文献や映像資料を事前に読んでおくこと 

2、講義に関連する新聞記事のスクラップをおこなうこと 

3、授業終了時に示す課題についてレポートを作成すること 

4、次回の授業範囲を予習し、わからない用語の意味等の理解をしておくこと 

 

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%)/毎回のリアクションペーパー(40%) 
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レポートの判定基準は以下のとおりです。  1、適切な問題設定がなされている 2、設定した問題の背景を説明している 3、設定

した問題に対してどのような課題がこれまで明らかになっているのかを具体的に例示できる 4、課題の解決策について、既存の

学説がどのように述べているのかを挙げることができる 5、既存の意見を踏まえた上で、自分の考察を述べることができる 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 大橋 正明 (著, 編集), 村山 真弓 (著, 編集), 日下部 尚徳 (著, 編集), 安達 淳哉 (著, 編集)、2017、『バングラデシュを知

るための 66 章【第 3 版】』、明石書店 (ISBN:9784750345710) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

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(Niiza) 

(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。 

 

In the near future, the idea that high standards of living are brought about by economic growth would likely become outdated. 

Humanity is currently facing social, political, and economic problems brought about by limited fossil fuel resources, a 

deteriorating global environment, and the negative effects of the global economy. All these indicate that economic growth is 

unsustainable and should not just be our only goal. However, economic growth  such as Gross Domestic Product (GDP) is still 

the dominant indicator. It can be said that the world is in a transition period now from unsustainability to sustainability. In this 

course, students are expected to learn and discuss sustainable lifestyles through workshops. 

 

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）は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。 

 

Students are divided into smaller groups of five to six and assigned a part of the textbook that they will be in charge of 

presenting in class. Each team shall summarize their assigned textbook chapters, and their chosen presenter shall deliver the 

summary orally in class. Designated commentators from the other teams shall express feedback. Afterwards, the facilitator will 

encourage more discussion on the topic so that the class could come up with creative ideas on the topic. In addition, the class 

shall examine documents and watch videos on the practice of sustainable lifestyles. For the final project, students are expected 

to make specific plans for sustainable living on the basis of understanding present conditions and visions for the future. 

 

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%) 
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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)） 

 

 

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(Niiza) 

(Seminars for Students of Rikkyo University 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
文化史を創る：展示会『アメリカン・サンタクロース：その創造と展開』を目指して 

担当者名 

（Instructor） 
葛野 浩昭(KUZUNO HIROAKI) 

学期 

（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） 

文化史とは，他者が創った展示を観て学び消費するのも楽しく勉強になりますが，それを自ら創って観せる方が格段に面白い。

なぜならば，展示を創る作業とはいつでも，すでに整理がついて広く共有された文化史をそのまま写しとることなどではありえず，

自らがモノを縦横無尽に使用・編集して新たなメッセージを発信すること，つまりは，新たに文化史を創る作業だからです。この授

業では，サンタクロースという誰もが知っているものを対象にしながら，与えられた文化史の消費から半歩でも 1 歩でも踏み出し，

自らが文化史を創造してみる経験を目指します。 

 

It is interesting to consume cultural history exhibitions created by others, but it is much more interesting to create an exhibition 

by yourself because the work of creating an exhibition is not copying cultural history but rather editing materials and sending a 

new message; it is the work of creating a new cultural history. This course aims to create a new cultural history by manipulating 

a given cultural target, i.e., the American Santa Claus. 

 

授業の内容（Course Contents） 

サンタクロースはヨーロッパの聖ニコラス信仰の伝統からそのまま生まれたものではなく，アメリカで意図的に創造された「新たな

伝統」だと考えられています。その創造と展開には，『ニューヨーク史』を書いたアーヴィング，政治風刺画家のナスト，サンドブロ

ム（コカ・コーラ），ディズニー，ウォーホルなど，「アメリカ文化のヒーローたち」が揃って関わってきました。この授業では履修学生

たちが，授業担当者が収集してきた 19 世紀初頭から現在までの現物 1 次資料を駆使しながら，「アメリカンサンタクロースの文

化史」の展示を作成します。 今年のクリスマス前に，立教大学のキャンパス内外の適切な施設で展示会を開催することを目指し

ます。 

 

Santa Claus is considered to be a "new tradition" intentionally created in the United States, beyond the European tradition of 

Saint Nicholas. Famous personalities in the American culture, such as Washington Irving, who wrote “The History of New York,” 

the political cartoonist, Nast,  illustrator Haddon Sundblom (Coca–Cola), Walt Disney, and Andy Warhol, have all contributed to 

this legend. In this course, the students will create an exhibition of the "Cultural History of American Santa Claus" by using 

primary materials from the early 19th century to the present day collected by the class instructor. In this year, before 

Christmas, we aim to hold an exhibition at appropriate facilities inside and outside the campus of Rikkyo University. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 展示会の制作・運営作業の全体的概要に関する説明。 

（＊以下の記載は展示会を制作・運営する作業を整理して示すもので，必ずしも時間的系列にはなっていません。幾つかの

作業が同時進行することがあります） 

2. 一昨年度および昨年度の展示会『トーヴェ・ヤンソン：ムーミンの誕生と展開』の紹介。 

3. 基本文献『サンタクロースの大旅行』の「第 5 章 サンタクロースという名のアメリカ」を中心とした精読と，展示メッセージの

検討・確認。 

4. 展示の全体的構成と作業スケジュール全体の検討。 

5. 展示構成パーツ制作の役割分担の検討。 

6. 展示構成パーツごとに展示物の選定。 

7. 展示構成パーツごとに展示方法の検討。 

8. 展示用の設備や資材の検討と調達。 

9. 展示解説文の検討と制作。 

10. 展示会ポスターの検討と制作。 

11. 展示会パンフレットの検討と制作。 

12. 展示会の管理・運営の役割分担の検討。 

13. 展示物の制作と展示会場の設営。 

14. 展示会の管理・運営作業。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 
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展示会の構想・準備・運営作業は，授業担当者が観光学部で指導する 2・3 年ゼミとの協働作業となります。すでにゼミでは，一

昨年度（於・立教大学新座図書館）と昨年度（於：立教大学池袋図書館）に，展示会『トーヴェ・ヤンソン：ムーミンの誕生と展開』を

開催した実績があります。これら 2 回の展示会については，会場の写真やポスター，パンフレットの写真が，立教大学のホームペ

ージと立教大学図書館のホームページで紹介されています。これらの紹介記事を見て，この授業が目指す展示会の具体的イメ

ージを膨らませて下さい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加(30%)/展示会の制作・運営作業への参加・貢献(70%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 葛野浩昭、1998、『サンタクロースの大旅行』、岩波新書 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

展示対象のアメリカン・サンタクロースの概要については，上記の図書『サンタクロースの大旅行』の「第 3 章 サンタクロースとい

う名のアメリカ」を理解の入り口にして下さい。 

 

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(Niiza) 

(Seminars for Senior Students of Rikkyo University 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Exploring issues of social development through non-Japan perspectives 

担当者名 

（Instructor） 
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） 
CMP3201 

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） 

This special lecture series is designed to promote debate and provoke thought regarding the issue of social development and 

the activities of non-governmental organisations and community-based approaches in promoting the development of better 

communities through various initiatives often undertaken at the grassroots level in challenging situations. 

 

授業の内容（Course Contents） 

In this lecture series you will learn about issues of social development from the perspectives of those who have worked outside 

of Japan on the ground in communities around the world in the field of social development to improve the livelihood of 

communities and promote their development and well-being. You will be introduced to original research and hands-on 

approaches as carried out by several guest lecturers in various parts of the world, including the Middle East, Africa and New 

Zealand. You will take part in discussion and debate regarding the content of the lecturers, write a final report and design your 

own original group project on an issue of social development. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction to the class and lectures 

2. Social development: The Christchurch Earthquakes of 2010 and 2011 and the East West Divide. 

3. Social development: The Student Volunteer Army and the recovery following the Christchurch Earthquakes of 2010 and 

2011 in New Zealand. 

4. Social Development and Peace Initiatives: Is it OK to die for the country? An Israeli story  

5. Social Development and Peace Initiatives: Is it OK to die for the country? The Japan connection 

6. Social Development and Peace Initiatives: The Palestinian tragedy 

7. Social Development and Education: A case study on the East African situation 

8. Social Development and Education: A project undertaken in a slum school in Kenya 

9. Social Development and Education: How I survived a slum and found success in life 

10. Social Development: Re-considering education and New Zealand approaches 

11. Social Development: Re-considering Education and the role and importance of Sunday School in Kenya 

12. Social Development and Health: Working as an intern with UNICEF in Liberia 

13. Group projects (preparation) 

14. Final group presentation. *Report due 

 

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

Homework exercises will as necessary before each lecture, and you should come prepared so you can take part in the 

discussion.  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Attendance and reaction papers(50%)/Report(20%)/final presentation(30%) 

You must attend at least 10 classes in order to be eligible for credit 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

It is planned to invite guest speakers for many of these classes. Please note that the content may change slightly depending on 

their availability or other unforeseen circumstances. 
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注意事項（Notice） 
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■FB074 

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(Niiza) 

(Seminars for Senior Students of Rikkyo University 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 

地域に飛び出す「地域創造人材」に求められる基礎知識 

Introduction to basic knowledge for regional creation human resources. 

担当者名 

（Instructor） 
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） 
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） 

 あなたは「地域」と聞いて、どんな風景が浮かんできますか。豊かな自然や歴史に育まれた伝統行事、その場に根付く地場産業

などでしょうか。グローバル化が進み、東京という巨大都市でさえ地球の中では「地域化」してしまう令和の時代に、あえて地域に

こだわってみたいと思います。特別なものや、特別な人がいるわけではない、日本のどこにでもある地域の魅力と創造を考えま

す。 

 

What images does the word "region" inspire? Traditional events nurtured by rich nature and history? Local industry taking root? 

In the age of Reiwa, where globalization has progressed and even the megacity of Tokyo has become "localized," I would like to 

stick to the area. Even when there are no special landmarks or people, localities everywhere in Japan are filled with charm and 

creativity.  

 

授業の内容（Course Contents） 

 地球的な視点で文明の軸を見直そうと始まった SDGｓを切り口に、地域の課題を掘り下げていきます。激しく厳しいわけでもな

く、かといって成長の道筋が見えているわけではない混沌、複雑化する地域課題を、日本の縮図でもある埼玉の各現場で取り組

んでいる専門家をゲストスピーカー（GS）に招きます。予定としては、地方公務員（管理職）、地域で起業した若手経営者、地方議

会議員などに最先端の話をうかがいます。これら GSの講義をもとに、地域の魅力をさらに磨き、日本と世界の「地域」が連帯で

きる未来図を皆さんと話し合いたいと考えています。 

 

From the perspective of the SDGs, which began to review the axis of civilization from a global perspective, we will delve into 

regional issues. The challenges of the region are often invisible but are chaotic and complicated, with no clear path to growth. 

Using Saitama Prefecture as an example, we will study this issue, inviting experts working on the cutting edge at each site to be 

guest speakers. Based on these lectures, we will further refine the appeal of the region and create a vision of the future where 

the Japanese region can unite the world. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

 あなたにとっての「地域」はどこですか。そこは好きですか、嫌いですか。それはなぜですか？ どうしてこの授業を受講し

たのか、受講者の皆さんと共有していきます。 

2. SDGｓ概要 

 SDGｓについて、概論的に扱います。この授業では、地域が直面するテーマを複数取り扱います。その中で、どうしてこの

テーマを取り上げるのか、と立ち返る時の基本的な軸になるのが SDGｓです。 

3. 中小企業と SDGｓ 

 埼玉県の経済人団体である埼玉経済同友会では SDGｓを活かした中小企業経営に注目しています。なぜ、地域の中小

企業が SDGｓに注目するのか、を考察します。 

4. 地域福祉 

 地域の貧困問題を考えます。日本では、見えにくい「相対的な貧困」が身近な課題になっています。なぜ見えにくいのか。

その実態と地域の貧困とどう向き合うか考えます。 

5. 農業の未来 

 農業と共生してきたはずの地域ですが、そのバランスが大きく崩れています。地域の元気と環境を保全する農業の魅力を

考察します。その上で、農業のこれからを考えます。 

6. 自然との共生 

 近年、日本国内では里山や小河川が急速に消えています。開発反対だけでは、地域の自然は保護できない時代です。自

然環境を創造する人、保全する人、活用する人たちはいかにかかわっていけばいいのか検討します。 

7. 地域における人権問題 

 しょうがいの有無や、国籍、人種、ジェンダー、慣習など様々な障壁が現代社会を生きる私たちを取り巻きます。しかしな

がら、先人たちの努力によって、また時代の変化によって見えにくくなった人権問題「同和問題」が残る地域も依然として存

在しています。地域の人権問題とは何か考えます。 

8. 自ら守る 
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 2019 年は自然災害の多い年でした。地域の安心安全の担い手は警察・消防だけではありません。地域の防災の最前線

にいるのが地域防災組織です。今回はその中でも消防団に焦点を当て、その役割、現状、未来を考えます。 

9. 地域で起業する 

 就職先がないなら、起業しよう‐。近年では、多くの若者が地域でのビジネスの世界でチャレンジしています。地域で起業

するとは、どういう思いがあってのことなのか。そしてどうすれば、起業できるのか、困難な点をどのように乗り越えてきてい

るのか。地域で実際に起業し、地域ビジネスに取り組んでいる若手経営者に聞きます。 

10. 自治体経営 

 地域創造の先頭に立つのは、やはり自治体といえるでしょう。立教の先輩たちの多くが自治体経営の中心で活躍していま

す。なぜ自治体職員（地方公務員）になったのか、苦労していることは何か、自治体に未来はあるのか、地方公務員として

活躍している立教の先輩から実例を紹介してもらいながら、講義をしていただきます。 

11. 教育格差と地域 

 世帯収入と子供の学力の相関関係が指摘されています。教育機会をいかに平等にして、地域の健全な競争を確保してい

くかが大きな課題です。官民挙げての教育格差是正の動きを考えます。 

12. ローカルメディアの役割と未来 

 私は大学卒業後、埼玉県の県紙「埼玉新聞」で報道、編集、営業、経営の各分野で働いてきました。インターネット社会の

中でローカルメディアは必要とされているのかどうか常に考えてきました。変わるメディア環境と地域とのかかわりについ

て、検討します。 

13. 地域の政治家になるとは 

 地方自治体の議員や首長、国会議員など立教の卒業生が政治の世界で活躍しています。地域の伝統と現状そして政治

の観点から考えるとはどういうことなのか、実際に議員活動をしている議員の講義を通して考察します。 

14. まとめ 

 授業で取り上げたさまざまな地域課題の中から、自らが選んだ地域の課題をまとめ、発表してもらいます。 

 

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

１）初回授業までに、自分の地元の自治体（都道府県および市町村）の公式 WEB サイトを閲覧し、人口構成や世帯数、主要産業

を調べておいてください。 

２）２回目以降の準備学習については毎時、指示します。 

３）居住地の新聞の地域面に目を通しておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

平常点(100%) 

平常点の内訳は、講義・議論への参加状況(60%) 、リアクションペーパーの内容（20％）、最終レポート(20%)。自分の考えているこ

とを表現することを重視します。積極的な議論への参加を期待します。 

 

テキスト（Textbooks） 

授業時に資料を配布します。 

 

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)） 

 私は、埼玉新聞社に勤務しており、県庁記者から始まり、埼玉新聞社社長まで経験しました。この間、埼玉県の様々な分野、地

域の方々と出会い、地域のすばらしさについて文字通り、五感を通して、新聞を通して伝えてきました。 

 昨今、世界的に地域の疲弊や衰退が報じられています。しかし地域には日本と世界を元気にするタネがたくさん埋まっていま

す。芽吹きを待つ小さな種を土の中に見つけて育てていける人材こそが、「地域創造人材」です。このゼミナールを通して、自分

の地域を見直す視点を得て、行動してほしいと思います。 

 

注意事項（Notice） 

本科目は、担当教員の実務経験、または実務に従事するゲスト・スピーカーの招聘講義等を活かした授業である。 
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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(Niiza) 

(Local People's Perspectives in International Cultural and Social Problems) 

担当者名 

（Instructor） 

鈴木 弥生(SUZUKI YAYOI) 

ムスリン イ－リヤ（MUSULIN ILJA） 

学期 

（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 

【2020 年 4 月 24 日付変更】（変更事由：時間割変更のため） 

時間割：春学期（Spring semester）火曜日（Tue）４時限（Period 4）→秋学期(Fall 

semester)火曜日（Tue)３時限（Period 3) 

 

授業の目標（Course Objectives） 

This lecture aims to raise students’ interest in international culture and social issues and to cultivate their ability to analyze 

these issues as put forward from local people’s perspectives.  

 

授業の内容（Course Contents） 

This course will be taught in English, under the Top Global University initiative, this lecture series aims to raise students’ 

interest in the world's cultural and social issues and to cultivate their ability to analyze these issues as put forward from local 

people’s perspectives. Invited non-Japanese lecturers will discuss cultural and social issues of their home countries, their 

reasons for moving overseas, and the issues they face residing in Japan. In addition an invited Japanese guest lecturer, who is 

committed to solving social issues at the grassroots level in developing countries, will also discuss the philosophy and activities 

of social development.Students will have the opportunity to deepen their understanding of foreign cultures and broaden their 

knowledge about social issues around the globe by listening to local people's perspectives and interacting with experienced 

lecturers through class discussion and collective brainstorming in English.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction and Outline of Course (You are expected to attend the first class) .  

2. The Role of NGOs and Civil Society in Social Development. 

3. Community Development to Achieve our Well-being for All People 

4. Life in an Eastern European Communist Society: Is There Such a Thing as an Ideal Society? 

5. Ethnicity, Religion and Language in Serbia and Former Yugoslavia 

6. Is it Good to Die for the Country?   

 : Analysis of Previous Studies and My Own Experiences in Israel.  

7. Is it Good to Die for the Country?  

：The Role of Democracy for People Around the World to Create a Peaceful Society without Nuclear Weapons and War.   

8.  Indigenous Leadership of Evidence-based Peace-building Policy: A Palestine-Israel Case Study.  

9. Amar Shonar Bangla আমার স ানার বাাংলা（My Golden Bengal） 

 ：The Bengali Language Movement Which Led Bangladesh to the Liberation War of  

    Independence  

10. The Ideals and Community-based Approaches of Non-Governmental Organizations (NGOs) and Civil Society in 

Bangladesh 

11. The Role of Education in Social and Community Development - Education and Social Issues in Thailand. Part 1.  

12. The Role of Education in Social and Community Development - Education and Social Issues in Thailand. Ｐａｒt 2.  

13. Cultural Diversity: Through My Life in Austria, the United States, and Japan  

 : The Effects of an Excellent Performance of Musical Instruments.  

14. Final Test  

 

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

In this class, we will provide reading materials. Students are required to read these materials before each lesson and be 

prepared to discuss them in the class.  

All of the course materials are in English. No interpreter will be available in this class. 

Students may write homework in either Japanese or English. 

Important information will be provided during the first class. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/In-class Report(40%) 

There is no interpreter in this class. You must attend at least ten classes to be eligible to receive credit. You should write a 
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final test and each reaction paper in either Japanese or English.(この授業では、いっさいの通訳はありません。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試験は、日本語、もしくは英語で記述してください)。 

【変更前】筆記試験(Written Exam)50%, 平常点(In-class Points)50% (Participation in class discussion and Reaction Papers 

(3%×14 classes) + Homework (8%) ＝50%) 

 

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 

2. Yayoi Suzuki and 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.4, pp.97-114. 

3. Yayoi Suzuki, Kazuhiko Sato and Zane Ritchie. 2017. A Study of the Living Conditions of Bangladeshi Migrants in New York 
City. Journal of the Institute of Community and Human Services, Rikkyo University, Japan, Vol.5, pp.69-89. 

4. Yayoi Suzuki and Ritchie Zane. 2019. A Study of the Living Conditions of Bangladeshi Women Migrants in New York City, 
Journal of the Institute of Community and Human Services.. Journal of the Institute of Community and Human Services, Rikkyo 

University, Japan, Vol.7, pp.35-56. 

5. Musulin Ilya、2011、『勉強天国日本』、宗教学年報 (別冊)、 6-9 頁 

 More about this will be explained during the first class. 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

1. We plan to invite guest speakers from the second to the thirteenth class. More about this will be explained during the first 

class.  

2. Please note that the order of appearance and topic may change in case the guest speaker cannot come or due to some other 

unavoidable circumstances.  

3. All the classes will be conducted in English, with no interpreter available. 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FB085 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

「観光立国」と日本の成長・地域創生           新座(Niiza) 

(Tourism Oriented Country and Contemporary Japan) 

担当者名 

（Instructor） 
舛谷 鋭(MASUTANI 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） 
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） 

人口減少社会に入った日本にとって、世界 GDPの 10%以上を占め、自動車産業へ迫るまでに成長した観光産業を、成長戦略や

地方創生の柱に据える「観光立国」は実現また持続可能か。毎回各界のキーパーソンをゲストとして、関連分野の教員とともに議

論を深める。 

 

The tourism industry accounts for up to 10% of global GDP and has grown to be almost as large as the automobile industry. For 

Japan, which has fallen into a depopulating society, is it possible or sustainable to set ‘becoming a "tourism country"’ as a pillar 

of growth strategy and regional revitalization? In each class, we will hold discussions with key persons as guests from various 

fields together with faculty members in related fields. 

 

授業の内容（Course Contents） 

観光立国を訪日外国人観光客（インバウンド）の増加を指標として考えたとき、そのための要件は「気候」「食事」「文化」だが、さら

に「自然」をも備えるかのように見える首都圏ばかりでなく、地方を含む日本全国で行われている。そうした観光資源の魅力向上

や訪日外国人を中心とした多様なニーズへの対応など課題の取り組みを、企業、地方自治体などからのゲストの講義を元に関

連分野の教員がコメントし、履修学生らとディスカションの機会を設ける。 

 

When considering a "tourism country" as an index of the increase of inbound foreign tourists, one tends to think that the 

elements of "climate," "food," "culture," and "nature" are only developed in Tokyo, but in fact they are present across Japan, 

including in regional areas. Faculty members from relevant fields will comment and create opportunities for discussion with the 

students who attend about these efforts to address issues such as improving the attraction of tourism resources and 

responding to diverse needs centered on foreign visitors based on guest lectures from companies and local governments, etc. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. ファンドから見た観光立国 

3. イラストマップ上を歩く 

4. 商社の地域振興 

5. 地方自治体のこころみ 

6. トレッキングと効果測定 

7. 企業がつくる文化観光 

8. はたらきかたと地方創生 

9. 旅するようにはたらく 

10. 地方銀行のこころみ 

11. シェアリングで日本を変える 

12. 住宅メーカーのこころみ 

13. 情報サイトと地方創生 

14. 教場最終レポート 

 

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

様々な事例の背景理解やゲスト講義、教員コメントへの応答としての提案など 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/リアペや出席状況を含む平常点(60%) 

最終回に教場レポートテストを行う。 

 

テキスト（Textbooks） 

教場で指示する。 

 

参考文献（Readings） 
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教場で指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

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） 
経済学で結婚や教育、犯罪などさまざまな社会問題を考える。 

担当者名 

（Instructor） 
荒川 章義(ARAKAWA AKIYOSHI) 

学期 

（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） 

経済学の基本的な考え方とそのさまざまな社会問題への応用を学ぶ。 

 

Students will learn the basic ideas of economics and their application to various social problems. 

 

授業の内容（Course Contents） 

経済学はいわゆる狭い意味での経済問題だけでなく、さまざまな社会問題、例えば、結婚と少子化、教育と学力、犯罪とその抑

止、男女平等、希少性動物の保護、人工知能が経済に与える影響など、を分析することができる面白い学問です。そのような経

済学の基本的な考え方とその面白さを、経済学の予備知識や数学などのスキルを前提することなく講義し、わかっていただくこと

がこの授業の目的です。 

 

Economics is an interesting area of study that allows you to analyze not only economic problems in a so-called narrow sense 

but also various social problems such as marriage and declining birth rates, education and academic achievement, crime and 

deterrence, gender equality, protection of rare animals, and AI, etc. The aim of this course is to give lectures on topics such as 

the basic ideas of economics and their interest without presupposing skills such as background knowledge in economics or 

mathematics. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション・新薬認可の経済学 

2. 犯罪と犯罪抑止の経済学 

3. 希少性動物保護の経済学 

4. 働き方の経済学 

5. 男女平等の経済学 

6. 情報と不確実性の経済学 

7. 予測市場の経済学 

8. 因果推論の経済学 

9. 教育と学力の経済学１ 

10. 教育と学力の経済学２ 

11. 結婚と少子化の経済学１ 

12. 結婚と少子化の経済学２ 

13. 人工知能（AI）の経済学１ 

14. 人工知能（AI）の経済学２ 

 

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のスライドを用いて行う。スライドは授業後にブラックボードにアップする。リアクションペーパーはその回の

授業の内容を踏まえたうえで、少し考えてもらうものにする予定。 

 

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%) 

【変更前】筆記試験(Written Exam)80%, 平常点(In-class Points)20% (リアクションペーパー20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 



 

 - 255 - 

 

 

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） 
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(ISHII 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。 

 

Students will understand the basics of economics and the economy using the concept of markets. 

 

授業の内容（Course Contents） 

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。 

 

Lectures will be given on the basic concepts of economics and the economy, focusing on the roles and limitations of the 

market, which is the basic concept of economics. Furthermore, I would like to examine the two topics of "income distribution 

and poverty" and "globalization" as real economic problems from the viewpoint of "the roles and limitations of the market" to 

deepen students' understanding. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 市場の役割① 

3. 市場の役割② 

4. 市場の限界と政府の役割① 

5. 市場の限界と政府の役割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. 市場と所得分配① 

9. 市場と所得分配② 

10. 市場と所得分配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） 

必要に応じて指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

毎授業時の小テスト(60%)/最終テスト(30%)/リアクションペーパー(10%) 

【変更前】筆記試験(Written Exam)80%, 平常点(In-class Points)20% (小テスト、リアクションペーパー、出席 20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

毎回配布する資料に沿って講義を進める。 

 

参考文献（Readings） 

必要に応じて指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■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） 
社会や生活を経済学で考える 

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。 

 

Students will find out how economics deals with familiar issues. We will cover a wide range from traditional theory to the latest 

theories so that students will become familiar with economics. 

 

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。 

 

Does garbage have a value? Why does unemployment occur? Can economics solve environmental problems? How does 

economics deal with human psychology? What happens to society if you act in your own interests alone? Are statistics reliable? 

How does economics understand and solve a variety of contemporary issues? We explain in an easy-to-understand manner so 

that even students who are not familiar with economics can understand it. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 価格ってどう決まるの？―ミクロ経済学１ 

3. さまざまな市場、さまざまな需要と供給―ミクロ経済学２ 

4. 失業はどうして生じる？―マクロ経済学１ 

5. 景気はなぜ変化するか？―マクロ経済学２ 

6. 環境問題をどう解決するか―外部性 

7. フリーライダーをどうする？―公共財 

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１ 

10. 経済学と心理学の融合 ―行動経済学２ 

11. 人はなぜうそをつくのか 

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） 

リアクションペーパー、小テスト(40%)/中間レポート(30%)/最終レポート(30%) 

【変更前】筆記試験(Written Exam)70%, 平常点(In-class Points)30% (リアクションペーパーなど 30%) 

 

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） 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

Blackboard を利用する。 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 

 - 260 - 

■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） 

マルクス経済学とマクロ経済学の視点から、現代日本経済・世界経済の諸問題を読み

解く 

担当者名 

（Instructor） 
森本 壮亮(MORIMOTO SOUSUKE) 

学期 

（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） 

 いま日本や世界でどのような経済問題が起こっているかということを、ただ学ぶだけでなく、経済が動くメカニズムを理論的に分

析する術を学んでいくことにより、感情的に世の風潮や権威に流されるのではなく、理論を武器として自らの頭で考え、自分なり

の意見が持てるようになることを目標とする。 

 この講義を受講し終えた時、世界がこれまでとは違って見えていれば、真の意味での合格である。 

 

 The aim of the course is for students to become able to think for themselves and form their own opinions about what kind of 

economic problems are happening in Japan and the world now rather than being emotionally swayed by social trends and 

authority using the theories as tools, by learning how to theoretically analyze the mechanisms by which the economy moves 

rather than simply learning. 

 If the world looks different than before when we finish the course, the student will have truly passed. 

 

授業の内容（Course Contents） 

 マルクス経済学やマクロ経済学といった経済理論を用いて、現在の日本経済が抱えている諸問題について、初学者にもわかり

やすく解説していく。 

 扱うトピックとしては、日本経済の成長、税金と国債、労働環境、貨幣、金融政策、企業利益などのほか、時事的な経済ニュース

の解説なども行っていく予定である。 

 

   The course explains current issues of Japanese economy with the use of macro-economics and Marxist economics easily 

even for beginners. 

   The issues discussed are the economic growth of Japanese economy, tax, national debt, working conditions, money, 

monetary policy, profit and so on. Also, current economic news are explained and discussed. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション： マクロ経済学から見る日本経済 

2. マルクス経済学から見る日本経済 

3. 日本の国債について考える 

4. 悪化する労働環境について考える 

5. 「生産性向上のための雇用改革」について考える 

6. 「労働力商品」の価格と再生産 

7. 簡単そうで難しいお金のお話 

8. 非伝統的な金融政策 

9. アベノミクスの「大胆な金融政策」の帰結 

10. 利潤率の傾向的低下法則 

11. グローバル化が意味するもの 

12. 戦後 75 年の日本経済 

13. 経済学の視点から歴史を見る 

14. まとめ： 日本経済の未来について考える 

 

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

・いま起こっている経済のニュースを知るために、定期的に欠かさず新聞を読むこと。 

・経済感覚を養うために、なるべくたくさん経済に関する書籍を読むこと。 

・テキストの章に基づいて執筆するレポートがある。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(50%)/中間レポート(40%)/リアクションペーパー(10%) 

【変更前】筆記試験(Written Exam)60%, 平常点(In-class Points)40% (レポート 40%) 
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テキスト（Textbooks） 

1. 基礎経済科学研究所（編）、2008 年、『時代はまるで資本論』、昭和堂 (ISBN:9784812208533) 

 

参考文献（Readings） 

1. 和田幸子（編）、2012 年、『変貌するアジアと日本の選択』、昭和堂 (ISBN:9784812212479) 

2. 橋本健二、2018 年、『新・日本の階級社会』、講談社現代新書 (ISBN:9784062884617) 

3. 湯之上隆、2013 年、『日本型モノづくりの敗北』、文春新書 (ISBN:9784166609420) 

4. 吉川洋、2012 年、『高度成長 日本を変えた 6000 日』、中公文庫 (ISBN:9784122056336) 

5. 橋本寿朗、1995 年、『戦後の日本経済』、岩波新書 (ISBN:9784004303985) 

6. 岡田知弘・岩佐和幸（編）、2016 年、『入門 現代日本の経済政策』、法律文化社 (ISBN:9784589037534) 

7. 基礎経済科学研究所（編）、近刊、『時代はさらに資本論』、昭和堂 

 

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） 
各種統計から考える社会の姿と「正しさ」の価値 

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） 

我が国の様子を示す最も基礎的かつ重要な情報である公的統計の不正が相次いで発覚し、統計に対する信用の低下が著し

い。そもそも統計は何のために存在し、どのような思想で何を明らかにしているものなのか。本講義では現代日本社会・経済を各

種主要指標から概観し、その実態を把握しながら、統計制度や統計調査の在り方に関して理解と考察を深めることを目的とす

る。 

 

Frauds in public statistics, which are the most basic and important information that shows Japan's situation, have been 

discovered one after another, and the credibility of statistics has dropped significantly. In the first place, for what purpose do 

statistics exist, and what do they clarify with what kind of thought? The aim of this course is to give students an overview of 

contemporary Japanese society and economy from various key indicators, and to deepen understanding and consideration of 

statistical systems and statistical surveys while grasping the actual situation. 

 

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。 

授業は講義と議論を合わせて展開される。各分野の統計に関して基礎的な概念を学んだあと、それらが私たちの生活にどのよう

にかかわってくるのか、そこからどのような問題を提起できるのかを考えていく。 

 

In each class, we will take up one field of society/economy, understand the present condition from various statistics, and 

systematically learn the background and the influence on the whole of society, etc. Also, students will learn about the 

characteristics and properties of major related statistics, the process of creating statistics, the significance of use of statistics, 

and the limitations of their use. 

The course will be developed together with lectures and discussions. After learning the basic concepts of statistics in each 

field, we will consider how they relate to our lives and what problems we can raise from them. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス：不正統計の「問題」とは 

2. 公的統計の体系 

3. 社会調査法の基礎 

4. 統計データの利活用 1：政府統計データ 

5. 人口統計 

6. 家計統計 

7. 労働統計 

8. 産業統計・企業統計 

9. 変化をとらえる 

10. 物価統計 

11. 国民経済計算 

12. 統計データの活用 2：民間企業による統計活用 

13. 統計学と統計的「事実」 

14. まとめ 

 

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

・レジュメや関連資料を再読し，不明な点がないか確認すること。 

・指標や図表の作成手順を理解し、自分で再現できるか確認する。 

・Assignmentを通じて統計制度の歴史や意義について理解を深める。 

・統計を通じて社会を観察し、自らの考えや論点を明確にする。 

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。 
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成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(100%) 

授業中の議論の貢献度、および任意の課題提出に加点する 

【変更前】筆記試験(Written Exam)100% 

 

テキスト（Textbooks） 

SAGE Researchmethods <https://methods.sagepub.com/>を利用する。学内からアクセス可能。 

 

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 

3. 立教大学社会情報教育研究センター、2019、『日本の公的統計・統計調査』、三恵社 (ISBN:978-4866931258) 

SAGE Researchmethods <https://methods.sagepub.com/>を利用する。学内からアクセス可能。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

・e-stat「政府統計の総合窓口」の情報を利用する。 

・本講義で提示する公的統計データは、現在公表されている値に不正がないという前提である。したがって今後正しい値に訂正さ

れた場合、本講義で読み解いた社会像とは大きく異なるということがあるかもしれない。しかし仮に現在の政府統計がすべて虚構

であったとしても、本講義において得られる知識や考え方がすべて無駄になるわけではない。統計的な正しさとは何か、に関して

は授業内での議論を通じて考えていく。 

 

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 Statistics) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
統計で読み解く景気と格差 

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。また、我が国の公的統計の不正が相次いで発覚し、

データによる社会の把握により複雑な課題が生じている。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。 

 

Words such as "the economy" and "disparity" are often used in daily life and are often noted as social problems. However, the 

details of "the economy" and "disparity" are diverse, and it is not easy to grasp them as reality. In addition, frauds in Japan's 

public statistics have been detected multiple times, and complex issues have arisen by understanding society through data. The 

aim of this course is to use statistical information to gain a better understanding of these issues and to gain a perspective for 

discussing the issues facing society. 

 

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

は講義と演習・議論を組み合わせて行う。毎回のテーマについて、得られた統計を読み解き、その特徴や課題を共有するスキル

を養う。 

 

Students will learn to understand the current situation using statistical information regarding the problems of "the economy" 

and "disparate society" that consolidate social problems in contemporary Japan. The classes will combine lectures with 

exercises and discussions. For each theme, students will interpret the statistics obtained and develop skills to share their 

respective features and issues. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス：不正統計と景気・格差 

2. 公的統計の体系 

3. 統計データへのアクセス 

4. 記述統計と指数 

5. 景気循環 

6. 国民経済計算 

7. 景気動向指数 

8. 人口統計 

9. 労働統計 

10. 賃金・所得統計 

11. 国民生活統計 

12. 格差研究の最前線 

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） 

授業内テスト（25％×4 回）(100%) 

授業中の議論の貢献度、および任意の課題提出に加点する 

【変更前】筆記試験(Written Exam)100% 
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テキスト（Textbooks） 

特に指定せず，毎回レジュメを配布する。 

SAGE Researchmethods <https://methods.sagepub.com/>を利用する。学内からアクセス可能。 

 

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 

5. 立教大学社会情報教育研究センター、2019、『日本の公的統計・統計調査』、三恵社 (ISBN:978-4-86693-125-8) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

・e-stat「政府統計の総合窓口」の情報を利用する。 

・本講義で提示する公的統計データは、現在公表されている値に不正がないという前提である。したがって今後正しい値に訂正さ

れた場合、本講義で読み解いた社会像とは大きく異なるということがあるかもしれない。しかし仮に現在の政府統計がすべて虚構

であったとしても、本講義において得られる知識や考え方がすべて無駄になるわけではない。統計的な正しさとは何か、に関して

は授業内での議論を通じて考えていく。 

 

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 

 

 Students will find out about the study of law and how law is related to society. 

 

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。 

 

 For many people, when they hear the word "law," they feel that it is a somewhat dull, uninteresting, and prudish field, and they 

often do not realize the relationship between the law and their own lives. But in practice, law has a very rich and appealing 

content, and law plays an important role throughout our society. In this course, we will introduce and consider the discussions 

of various fields about what style of legal debates are being conducted in law studies, what legal fields are related to our lives, 

and how. 

At the beginning of the course, students will be asked to realize the types of arguments and thinking used in law studies using 

simple examples. After that, we will take up familiar and topical issues from each field of civil law, criminal law and public law, 

and consider actual law while also keeping in mind the above-mentioned types of discussions and thinking. 

 In addition, students will be actively asked questions in class, so a positive attitude is expected. 

 

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） 

レポート試験(Report Exam)(100%) 

【変更前】筆記試験(Written Exam)100% 
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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 

 

This course aims to explain the role of law in economic society. 

 

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。 

 

In this course, we will focus on issues related to consumer injury and learn how the law protects consumers from injury. 

 

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不当表示規制・基礎編 

6. 不当表示と景品の規制②不当表示規制・発展編 

7. 不当表示と景品の規制③景品の規制 

8. 取引被害と法①契約の成立、未成年者の消費者被害 

9. 取引被害と法②消費者契約法の仕組み 

10. 取引被害と法③クーリングオフ総論、訪問販売、特定継続的役務提供 

11. 取引被害と法④マルチ商法とネズミ講、通信販売、電子消費者契約 

12. 取引被害と法⑤消費者信用（消費者金融、クレジットカード） 

13. 取引被害と法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） 

講義レジュメを事前に blackboard で配布するので、レジュメと教科書や参考書の対応する箇所を読んで予習・復習すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

中間テスト(40%)/最終テスト(40%)/ミニレポート 1 回(20%) 

【変更前】筆記試験(Written Exam)100% 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 細川幸一、2018、『大学生が知っておきたい消費生活と法律』、慶應義塾大学出版会 (ISBN:9784766425697) 

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. 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) 

2. 杉浦市郎編、2020 春予定、『新・消費者法これだけは（第 3版）』、法律文化社 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

講義レジュメを blackboard で配布するので、事前に各自でダウンロードして持参すること。 

 

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） 

比較法とグローバリゼーション 

（Comparative Law and Globalization) 

担当者名 

（Instructor） 
貝瀬 幸雄(KAISE YUKIO) 

学期 

（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） 

法学の学習に必要な外国法についての基礎知識を修得するために、比較法の方法、比較法の隣接諸領域、法族論、法とグロー

バリゼーションなどのテーマを学習する。とくにグローバリゼーションが比較法に及ぼす影響に注目する。不十分ではあるが、法

学入門としての役割も果たしたい。 

 

This course aims to provide a brief introduction to law. Additionally, to acquire the fundamental foreign law knowledge needed 

for the study of law, students  will study the methods of and areas adjacent to comparative law; the doctrine of legal families, 

law, and globalization; and other topics. In particular, this course will focus on the impact of globalization on comparative law.  

 

授業の内容（Course Contents） 

担当者が執筆したテキストブックを用い、その内容についてくわしく講述する。比較法の基礎理論、すなわち比較法原論が講義の

中心となる。成績には影響しないが、講義の途中で歴史の基本的知識や実定法の内容を確認するために質問することがある。 

 

This course will use the textbook written by the department's chairperson. The lectures will focus on the basic theories and 

principles of comparative law. While they will not have any effect on grades, questions will be asked during lectures to confirm 

the students' basic knowledge of history and the details of positive law. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 比較法学の意義 

2. 比較法と隣接分野（１） 

3. 比較法と隣接分野（２） 

4. 比較法の方法（１） 

5. 比較法の方法（２） 

6. 法族論（１） 

7. 法族論（２） 

8. 法族論（３） 

9. 日本比較法学史（１） 

10. 日本比較法学史（２） 

11. 比較民事訴訟法序論 

12. ヨーロッパ民事訴訟法史（１） 

13. ヨーロッパ民事訴訟法史（２） 

14. ヨーロッパ民事訴訟法史（３） 

 

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

まずは、テキストを読んできていただきたい。復習は丹念に行うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(100%) 

【変更前】筆記試験(Written Exam)100% 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 貝瀬幸雄、2019、『比較法学入門』、日本評論社 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 



 

 - 270 - 

 

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） 
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） 
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） 

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 

 

The objective of this course is to acquire a basic knowledge about American politics and society. 

 

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、解説をしてもらいます。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。今秋の大統領選挙を控え、学期中に予備選挙がありますので、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。 

 

The class will be conducted using the textbook. In order to promote student engagement, each student will be asked to prepare 

and make a mini presentation (around 5-10 minutes) on some aspect of American politics and society by summarizing an 

interesting newspaper article to the other students.  I am going to make my own comment on these presentations as well as 

the upcoming presidential election. While this is a regular  lecture class, depending the topic there may be discussions and 

debates. Students are required to submit their response/comment papers every week. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. はじめに―トランプ政権の３年半 

2. マクロ的特徴―アメリカの国家と国民 

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 

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

ジュメを事前にアップします。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

コメントカード(20%)/小テスト（2回）(40%)/最終レポート(40%) 

【変更前】筆記試験(Written Exam)50%, 平常点(In-class Points)50% (中間テスト 30%,新聞記事の紹介、コメントカード 20%) 

 

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. 岡山裕・西山隆行、2019、『アメリカの政治』、弘文堂 

2. 西山隆行、2014、『アメリカ政治』、三修社 
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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 

5. 久保文明、2018、『アメリカ政治史』、有斐閣アルマ 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

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） 
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。 

 

The aim is for students to understand the basic way of thinking about democracy, which is the common sense of people in 

society. 

 

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。 

前半は、主として教科書を補則解説しつつ、授業をする。後半は、教科書を離れて、適宜プリントなどを用意しつつ、授業を行うこ

とを予定している。 

 

We will explain historically and theoretically, in the form of lectures, representative topics about democracy that have been 

discussed in the history of Western political thought and contemporary political science. 

In the first half, we will teach mainly while supplementing the textbook. In the second half, we plan to leave the textbook and 

conduct classes using print-outs as appropriate. 

 

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） 

レポート試験(Report Exam)(100%) 

【変更前】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) 

2. 川出良枝・谷口将紀（編）、2012、『政治学』、東京大学出版会 (ISBN:987-4-13-032219-5) 

 

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) 

3. 川崎修・杉田敦、2012、『現代政治理論（新版）』、有斐閣 (ISBN:978-4-641-12454-7) 
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各回のテーマに関係する参考文献は、授業の中でそれぞれ指示をする。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■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） 
グローバリゼーション時代の国際政治 

担当者名 

（Instructor） 
竹中 千春(TAKENAKA CHIHARU) 

学期 

（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） 

グローバリゼーション時代の国際政治を分析し、持続可能な発展や平和を共同で実現していくために、政府や市民社会はどのよ

うに積極的な役割を果たせるのかを、ご一緒に考えましょう。 

 

We will analyze international politics in the age of globalization and consider together how the government and civil society can 

play an active role in jointly realizing sustainable development and peace. 

 

授業の内容（Course Contents） 

30 年戦争後の平和を樹立したヨーロッパのウェストファリア条約が、国際政治の出発点だと言われます。その後、民主主義､国民

国家、工業化、核兵器など新しい現象が登場するたびに、国家や国際政治のしくみも変化してきました。それでは 21 世紀の今、

どんな変化が起こっているか。「国家は平和を守るか」「国家は豊かさを守るか」「暴力の連鎖をもたらすのは誰か」「暴力の連鎖

を解くのは誰か」という４つの問いを立て、映像資料を使いながら考察します。 

 

The Westphalia Treaty of Europe, which established peace after the Thirty Years' War, is said to be the starting point of 

international politics. Since then, whenever new phenomena such as democracy, nation-states, industrialization, and nuclear 

weapons have appeared, the mechanisms of the state and international politics have also changed. So what change is happening 

now in the 21st century? We will consider four questions: "Does the state protect peace?" "Does the state protect 

prosperity?" "Who causes the chain of violence?" and "Who breaks the chain of violence?" using video materials. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 今、何が起こっているか？グローバリゼーション時代の国際政治 

2. 国家は平和を守るか① 

3. 国家は平和を守るか② 

4. 映像資料『こうしてベルリンの壁は崩壊した』（NHK、1993） 

5. 国家は豊かさを守るか 

6. 映像資料『インサイド・ジョブ』（USA、2011 年） 

7. 暴力の連鎖をもたらすのは誰か① 

8. 暴力の連鎖をもたらすのは誰か② 

9. 映像資料『沈黙の叫び（Silent Scream）』（BBC、2002 年） 

10. 映像資料『マララさん国連総会スピーチ』（UN、2013 年） 

11. 暴力の連鎖を解くのは誰か 

12. 平和の作り方：ガンディーに学ぶ① 

13. 平和の作り方：ガンディーに学ぶ② 

14. グローバル市民の役割とは何か、排外主義者にならないために 

 

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

①教科書・参考書などを読み、国際政治学の概念を理解し、自分の見解をまとめる力をつけること。 

②新聞・テレビ・インターネットで日々のニュースを追いかけ、世界の人々とともに経験や意見を共有する力をつけること。 

③外国への旅行・短期留学をめざしたり、キャンパス内外で留学生や外国籍の方々との交流を行なう努力をして、グローバルな

コミュニケーションの力を磨くこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

コメントシート 12 回(100%) 

【変更前】筆記試験(Written Exam)100% 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 竹中千春、2004、『世界はなぜ仲良くできないの？暴力の連鎖を解くために』、CCC メディアハウス (ASIN: B00OQ4QKA0) 
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2. 竹中千春、2018、『ガンディー 平和を紡ぐ人』、岩波書店 (ISBN-13: 978-4004316992) 

3. 藤原帰一・大芝亮・山田哲也編、2011、『平和構築・入門』、有斐閣 (ISBN-13: 978-4-641-04994-9) 

 

参考文献（Readings） 

1. 長有紀枝、2012、『入門 人間の安全保障』、中央公論新社 (ISBN-13: 978-4-12-102195-3) 

2. 藤原帰一、2013、『戦争の条件』、集英社 (ISBN-13: 978-4087206869) 

3. 藤原帰一、2007、『国際政治』、放送大学教育振興会 (ISBN-13: 978-4-595-13504-0) 

4. 藤原帰一・大芝亮・山田哲也編、2006、『平和政策』、有斐閣 (ISBN:ISBN 4-641-18343-0) 

5. 明石康、2006、『国際連合 軌跡と展望』、岩波書店 (ISBN-13: 978-4004310525) 

6. イマヌエル・カント、2006、『永遠平和のために/啓蒙とは何か』、光文社 (ISBN-13: 978-4334751081) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

http://univdb.rikkyo.ac.jp/view?l=ja&u=1210&sm=affiliation&sl=en&sp=52  

 

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） 
法と国際社会 

担当者名 

（Instructor） 
許 淑娟(HUH SOOKYEON) 

学期 

（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） 

国際法は国際社会のルールの一つです。国際社会に住む一人ひとりの人間として、国際社会を動かすルールである国際法とは

なにか、その国際法を私たちが活用したり働きかけたりできるのかという観点から、国際法を学びます。国際法を学ぶことを通じ

て、国際社会とは何か、国際社会を形作る国家とはなにか、国家に帰属する自分とは何かを考えることが本授業の最終的な目

標です。 

 

International law is the international community's set of norms and rules. This course will enable students to think about the 

purpose of the international community, the definition of states, and the roll of different nationalities in the international 

community. 

 

授業の内容（Course Contents） 

 メディアで「国際法」という言葉を聞くことも多いと思います。国際法では一体どうなっているんだろう、何が国際法的に「正しい」

のだろう、と疑問に答えるために、まずは、「そもそも国際法とは？」というレクチャーを前半で行います。国際法とはどうやってで

きたのか、国際法とはどういう特徴をもつものなのか、国際法の仕組みについて、「どうして国は法を守るのか、どうして国際法が

あるのか」という観点から、指定の教科書に沿って、学びます。そうしたレクチャーを踏まえて、授業の後半以降は、日々、ニュー

スで接する国際問題について具体的な事例に即して、国際法が用意している制度を学びます。その分野については、やはり指定

の教科書の順番に依拠します。 

 とくに授業の後半以降は、学生の皆さんの疑問に基づいて、授業を進行する予定です（要は頻繁に発言を求めます）。事前に指

定されたテキストを読み、気になった事項を検索してくるといった準備が求められます。 

 

We often hear the word "international law" in the media, but not many people know the term's exact definition "international 

law." Faced with various international or transnational issues, we often ask ourselves how to evaluate these cases in terms of 

international law or whether the actions of state are "right" in international law. To answer these questions, this course will 

start with lectures on "what is international law?" in the first half of the course. Students will learn how international law was 

established, what kind of characteristics international law has, and the mechanisms of international law, from the viewpoints of 

"Why do States obey international law? Why does international law exist?" Following these lectures on basic concepts, in the 

second half of the course, students will learn the specific systems provided by international law such as international 

environmental law, international human rights, refugee rights. etc. In the second half of the course, especially, there will be an 

emphasis on question- and discussion-based learning. Students will be required to prepare by reading the textbook in advance 

and searching for questions concerning international issues that interest them. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 国際法はどのように発展してきたのか 

3. 現代国際法はどのような特徴を持っているか？ 

4. 国際法はどのように創られ、どのように適用されるか？ 

5. 主権国家はどうなるの？―現代国際法と国家の位置― 

6. 地球の空間はどのように配分されているか？ 

7. 人権の国際的な保護の発展 

8. 地球環境の国際的な保護 

9. 国際紛争の平和的解決と国際裁判 

10. 安全保障の考え方 

11. 国際人道法の発展 

12. 国際社会における日本の役割 

13. 国際法と市民の役割 

14. 総括討論 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 
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事前に指定されたテキストを読み、気になった事項を検索してくること。 

毎回、授業を受けた後に、本授業において学んだことや疑問について、200 字程度でまとめ、次の講義時に提出すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

リアクションペーパー（質問コメント）(40%)/複数回の授業内レポート(60%) 

【変更前】筆記試験(Written Exam)100% 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 松井芳郎、2011、『国際法から世界を見る（第三版）』、東信堂 (ISBN: 978-4-7989-0080-3) 

 

参考文献（Readings） 

1. 森川幸一（ほか）、2016、『国際法で世界がわかる』、岩波書店 (ISBN:9784000229555) 

 

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） 
イノベーションの経営学 

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。 

 

The objectives are mainly to acquire the following knowledge and skills through the study in this course: 

(1) Be able to explain the development process of management theory and basic concepts of it.  

(2) Be able to explain the key concepts related to management of innovation.  

(3) Based on their theoretical knowledge, students will be able to analyze the behavior of company and show their perspectives 

on it. 

 

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。 

 

This course presents the theory and application of managerial functions; the processes of planning, organizing, leading, and 

controlling in a wide variety of organizational settings; and how the management of people and resources can accomplish 

organizational goals. 

In the first half of this course, you can learn about the theories of management historically; the theory of corporate organization 

and strategy. In the second half, we will focus on management of innovation (creation of new customer value) and discuss on 

the topics about strategic innovation or innovative organization. 

 

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：モチベーションの理論 

6. 経営組織に関する基礎概念 

7. 企業を取り巻く環境 

8. 成長戦略と PPM（Product Portfolio Management） 

9. 競争戦略と SWOT分析 

10. 財務諸表の見方：損益計算書・貸借対照表の基礎 

11. 財務諸表の見方：成長性・収益性・安全性分析 

12. イノベーションのパターン：キャズムを越えて 

13. イノベーターのジレンマとブルー・オーシャン戦略 

14. オープン・イノベーション：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。 
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成績評価方法・基準（Evaluation） 

確認小テスト(30%)/複数回の課題レポート(30%)/最終レポート(40%) 

【変更前】筆記試験(Written Exam)60%, 平常点(In-class Points)40% (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)） 

 

 

注意事項（Notice） 

本科目は、担当教員の実務経験、または実務に従事するゲスト・スピーカーの招聘講義等を活かした授業である。 
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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。 

 

The course aims to learn basic theories and frameworks of marketing by studying familiar business examples concerning the 

marketing theory and surrounding topics (product strategy, service marketing, branding, global marketing). 

 

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。 

 

The purpose is to learn what marketing is about. Familiar business examples will be picked up in the lectures to study how 

marketing theories are being applied. A balanced coverage will be given on the relationship with surrounding topics including 

product strategy, service marketing, branding, and global marketing.  

 

If requested by the students, business persons involved in this lecture will be invited as guest speakers. 

 

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） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/出欠、課題レポート(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。 

【変更前】筆記試験(Written Exam)60%, 平常点(In-class Points)40% (出席状況、リアクションペーパー40%) 

 

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 
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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。 

https://researchmap.jp/read0155639/ 

 

注意事項（Notice） 

本科目は、担当教員の実務経験、または実務に従事するゲスト・スピーカーの招聘講義等を活かした授業である。 
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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 

 

This course provides the following basic learning from the perspective of corporate governance in the new business of today. 

(1) Students can acquire basic knowledge of companies (ownership, management, and control) 

(2) Students can understand the relationship between society and business 

(3) Students can understand the changes of the times and the changes in companies 

 

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。 

 

It is no exaggeration to say that companies are essential to our society. In this course, we will learn about corporate structures, 

organizational systems, and management methods that have a major impact on society from the perspective of corporate 

governance. 

This is also about learning the roles and meaning of existence of companies in society. 

 

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：コーポレートガバナンス概念 

5. 企業システム 5：コーポレートガバナンスと日本的経営 

6. 企業経営の実態を学ぶ：実務者の招聘講義 

7. 経営戦略 1：経営戦略のトレンド 

8. 経営戦略 2：全社戦略・事業戦略・機能別戦略  

9. 経営戦略 3：経営戦略の策定プロセス 

10. 経営戦略 4：経営資源と戦略 

11. 企業経営の実態を学ぶ：実務者の招聘講義 

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. 企業と社会の関係、その課題 

 

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

授業時間外の学習は、必要に応じて授業内で指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

リアクションペーパー(60%)/授業内レポート(40%) 

欠席回数が 5 回を超えたものについては D 評価とする。 

【変更前】筆記試験(Written Exam)60%, 平常点(In-class Points)40% (コメントペーパー40%) 

 

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。 
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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、資料の配布は提示資料の抜粋であるため、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。 

 

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） 
企業の存在意義と社会における役割を考える 

担当者名 

（Instructor） 
倉持 一 (KURAMOCHI 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） 
CMP2200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

企業は営利追求のために人為的に設立された組織である。企業は、この生来的な性質の下、日々、競争優位の獲得と効率性の

向上などに努め、自身の持続可能性（サステナビリティ）を高めるべく、様々な営利活動を行っている、今日、我々が享受している

豊かで便利な社会は、この企業の営利活動の成果である。しかし一方で、企業の活動が、大気や水質の汚染、二酸化炭素排出

量の増大、人権やジェンダーの問題、貧富の格差の増大などといった様々なマイナスを社会に生じさせたことも事実である。こう

したいわゆる「企業・社会間関係」に対する注目が集まる中、学問としての経営学でも企業経営の実務においても、以前にもまし

て、CSR（企業の社会的責任）が重要視されるようになっている。企業に課せられた社会的責任とは何か、社会が企業に期待して

いることは何か、企業・社会間関係はどうあるべきか。こうした疑問に的確に答えることが、今我々には求められている。本授業

は、この答えを導き出すための基礎的知識と思考プロセスを獲得することを目標とする。 

 

TBD 

 

授業の内容（Course Contents） 

本授業は、「企業と社会」に関し、①企業の原則と存在意義、②CSR の登場と発展、批判、③CSR の最新動向と今後の企業経営

の課題、の 3 つのテーマを中心に取り扱う。具体的には、それぞれのテーマごとに、①理論学習、②ケース研究、③課題解決演

習（解決すべき社会の課題に企業がいかにしてアプローチするかを考える）、という 3 つのユニットを順番にこなしていくことで、履

修者の理解促進を図る。その際には、少人数グループごとのワークを取り入れたいと考えているが、履修人数によっては授業構

成を変更し、個別にワークを進めていく展開に変更することもありうる。 

 

TBD 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション（本授業の進め方解説、導入議論など）  

【モジュール１：企業の原則と存在意義】 

ユニット１（背景理解）：理論①：産業革命と企業中心思想の形成 

2. ユニット１（背景理解）：理論②：ステークホルダー論と善き企業市民 

ユニット１（背景理解）：理論③：経営理念と企業の社会性 

3. ユニット２（ケース研究） 

4. ユニット３（解説）：企業の原則と存在意義 

5. ユニット３（ワーク）：課題解決演習 

6. 【モジュール２：CSR の登場と発展、そして批判】 

ユニット１（背景理解）：理論①：フィランソロピーから CSR へ 

ユニット１（背景理解）：理論②：CSR とビジネスの両立の議論 

7. ユニット１（背景理解）：理論③：戦略的 CSR と CSV（共有価値創造）の登場と浸透 

8. ユニット２（ケース研究） 

9. ユニット３（解説）：CSR の登場と発展、そして批判 

10. ユニット３（ワーク）：課題解決演習 

11. 【モジュール３：CSR の最新動向と今後の企業経営の課題 

ユニット１（背景理解）：理論①：CSR のグローバル化と企業・社会間関係の変化 

ユニット１（背景理解）：理論②：共感力、リーダーシップ 

12. ユニット１（背景理解）：理論③：インサイド・アウトからアウトサイド・インへ 

ユニット２（ケース研究） 

13. ユニット３（解説）：CSR の最新動向と今後の企業経営の課題 

14. ユニット３（ワーク）：課題解決演習 

 

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

時間外学習】 
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前回の授業で学んだ用語（概念）・理論・ケースを記したノートを再度読んでくる。毎回の授業の冒頭で行う「振り返り」の部分を事

前に把握することが可能となり、理解促進に繋がります。 

【事後学修・2.5 時間】各授業の最後に指示したテーマ（課題）に合わせ、授業で学んだことや新たに知った 

こと、頭に浮かんだ疑問などをノートに反映させる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(100%) 

【変更前】筆記試験(Written Exam)60%, 平常点(In-class Points)40% (課題解決演習のレポート（3 回分）30%,授業内での発言、ワ

ークへの取り組み姿勢 10%) 

 

テキスト（Textbooks） 

必要に応じて、授業内で指示する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 佐々木利廣・大室悦賀、2015、『入門 企業と社会』、中央経済社 (ISBN:450216111X) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

履修人数が多数となった場合には、授業計画を一部変更することがあるが、基本的にはグループワークを行う予定である。 

 

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） 
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） 
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） 

経営戦略と経営組織の基本的理論の理解 

事例を通した経営分析の理解 

 

The main aim of the course is for students to acquire the following: 

1) Understand the basic theories of management strategy and management organization 

2) Understand management analysis methods through case studies   

 

授業の内容（Course Contents） 

本講義は、経営戦略論、組織理論、マーケティング論等の基礎的理論を解説したうえで、日本企業の実例を通して受講者の理解

を深める講義を行う。 

担当教員は本学経営学科卒業の後、メガバンク勤務経営があり、事例研究では本学と他大学の比較やわが国金融業界を採り

上げる予定である。 

 

After explaining the basic theories of business administration necessary for "companies and society," lectures will be given to 

deepen students' understanding through examples of Japanese companies. 

The faculty member in charge is from our university (Department of Business, from the athletic association volleyball club), and 

has experience working at a megabank. In the organizational management case studies, we plan to compare our university with 

other universities and the financial industry.   

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 本講義を学ぶ意義 

2. 企業の分類 法律面と経済面からの分類 

3. 企業のコーポレートガバナンスと日本型企業システム 

4. 経営戦略論（1）本学のミッションと他大学の比較 企業のミッション比較 

5. 経営戦略論（2）企業のドメイン（事業領域） 

6. 経営戦略論（3）企業の多角化 

7. 競争戦略論（1）ポジショニングアプローチ 

8. 競争戦略論（2）資源ベースアプローチ 

9. マーケティング論（1）マーケティングの定義 

10. マーケティング論（2）ターゲティング他 

11. 経営組織論（1）組織の定義 

12. 経営組織論（2）組織デザイン 

13. 企業の事例研究 わが国の金融業界 銀行 証券会社 保険会社 

14. 講義のまとめ 事例研究等 

 

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

経済ニュースに関心を持ってください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(100%) 

【変更前】筆記試験(Written Exam)100% 

 

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 (978-4-7944-2497-6c3034) 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

本科目は、担当教員の実務経験、または実務に従事するゲスト・スピーカーの招聘講義等を活かした授業である。 
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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。 

 

Students will understand the "structural relationships of environmental problems," by which environmental destruction actually 

extends not only to the natural environment but to humans themselves and their cultures and societies. In addition, we will 

identify "the essence of the problems of modern society" within this, reconsider the questions "What is the environment?" and 

"What is a human being?" and think about the ideal form of Japanese society. 

 

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。 

 

Students will learn from the lessons of past environmental destruction, and approach the essence of the problems of modern 

society that run through the "Ashio copper mine poisoning incident," the "Minamata tragedy," and "Fukushima." In particular, 

now that nuclear power plants have been restarted in less than five years from "3.11," we will try to clarify the meaning of 

"Fukushima" from the viewpoint of "modern society and the environment." In addition, through the work of questioning "What is 

a true civilization?" from multiple perspectives, in order to solve the problem, I would like to connect the discussion to the 

possibility of the human activity of agriculture, and explore the future prospects of Japanese society. 

 

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：環境破壊の教訓に学ぶ――人間とは如何なる存在か 

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） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/小レポート(20%)/リアクションペーパー(20%) 

【変更前】筆記試験(Written Exam)70%, 平常点(In-class Points)30% (コメントペーパーの内容 15%小レポート,15%) 

 

テキスト（Textbooks） 
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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) 

テキストについては初回授業時に指示する 

 

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) 

各回の講義における参考文献はその都度提示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

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） 

モバイル機器の普及や人工知能（AI）の普及などにより、大きく変わるデジタル社会において，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。  

 

Students will understand and consider the knowledge, rules, morals, and information transmission that they should be aware of 

in the digital society that is greatly changing due to the spread of mobile devices and artificial intelligence (AI), etc., aiming to 

acquire practical skills.    

 

授業の内容（Course Contents） 

日々、生まれ、変化するサービスやビジネス，人工知能（AI)など最新技術利用した新たなビジネスや働き方が，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。  

 

How will new businesses and ways of working that use the latest technologies such as services, businesses, and artificial 

intelligence (AI) that are appearing and changing every day change our lives and society? We will organize the basic knowledge 

that students should know and comment on current topics related to information ethics. Students will organize and output their 

own ideas through exercises. Students will learn various ideas and deepen their thinking through group discussions and interview 

exercises.    

 

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. 情報技術とセキュリティ 

6. インターネットと犯罪 動向と対策 

7. 個人情報とプライバシー 

8. ビッグデータ活用と人工知能（ＡＩ） 

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. ソーシャルネットワークサービスと情報モラル 

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 に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） 

レポート試験(Report Exam)(70%)/授業で指示する課題(30%) 

【変更前】筆記試験(Written Exam)70%, 平常点(In-class Points)30% (授業で指示する課題 30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 高橋慈子 ほか、2020、『【改訂新版】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 

2020/4/21 シラバス変更：テキスト変更のため 

【変更前】高橋慈子 ほか/情報倫理 第 2 版/技術評論社/2020 
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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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■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） 
テレビのこれまでとこれから 

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） 
CMP2200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

日本におけるテレビの歴史を知ることで、現代のメディア文化がどのようにできあがってきたのかを理解し、これからのメディアと

社会の関係を考える能力を高める。 

 

By learning television history in Japan, students will understand the current role of modern media culture and improve their 

ability to think about the relationship between media and society in the future. 

 

授業の内容（Course Contents） 

日本では戦後の 1953（昭和 28）年にテレビ放送が始まった。それから 70 年近くの間、テレビはマス・メディアに代表格に成長し、

政治・経済・娯楽等々様々な側面において、人びとの生活に分かちがたく結びついている。一方、近年においては、インターネッ

ト、SNSの急速な普及にともない、「テレビ離れ」が進んでいるとの指摘もある。 

そこで、この講義においては、テレビのこれまでの歩みを振り返るとともに、今後のテレビのあり方を考えてみたい。 

 

Television broadcasting started in Japan in 1953. Over 70 years, television grew to ne the central mass media and is connected 

with very strongly with people's memories of politics, economy, and amusement. On the other hand, in recent years, an 

"aversion to television" is advancing because of the rapid spread of the Internet and social networking services. This course will 

examine television history and consider the future of television.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. テレビの制度（1）NHK 

3. テレビの制度（2）民放 

4. テレビニュースの歴史と現状（1） 

5. テレビニュースの歴史と現状（2） 

6. 情報番組・ワイドショーの機能 

7. テレビとスポーツ 

8. テレビと音楽 

9. テレビの作る笑い 

10. クイズ番組 テレビの作る「知識」 

11. テレビドラマ ドラマが描く日本社会 

12. テレビコマーシャル 

13. テレビ視聴者の動向 

14. これからのテレビはどうなるのか 

 

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

各回とも事前に課題を出す。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(50%)/事前課題(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

テキストは使用しない。 

 

参考文献（Readings） 

1. NHK 放送文化研究所編、2003、『テレビ視聴の 50 年』、日本放送出版協会 (ISBN:414007213X) 

2. 太田省一、2019、『テレビ社会ニッポン 自作自演と視聴者』、せりか書房 (ISBN:9784796703789) 

 その他、各回の参考文献については授業内で指示する。 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

毎回、事前に課題を出すので、受講者はそれを踏まえて問題意識を持って授業に臨むこと。漫然と授業を聞くだけでは、単位の

取得はできない。 

なお、授業の順番は変更する可能性がある。 

 

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） 
文化を考えるための人類学的アプローチ 

担当者名 

（Instructor） 
池田 昭光(IKEDA AKIMITSU) 

学期 

（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） 

この授業では人類学が扱ってきた様々な主題やアプローチを理解することで、人類学的な「文化」のとらえかたを身につけること

を目標とする。 

 

This course introduces topics and approaches in anthropology to aid students in grasping the notions of culture through an 

anthropological prespective. 

 

授業の内容（Course Contents） 

人類学的な文化理解の特徴がわかるような事例や理論的枠組みを講義する。 

 

This course will use lectures with topics and theoretical frameworks from anthropological fields. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 文化とパーソナリティ 

3. 家族・親族・婚姻 

4. 経済と文化 

5. 政治・法と文化 

6. 宗教と儀礼 

7. 神話 

8. 文化による「抵抗」 

9. ジェンダー 

10. 文化とその外部 

11. 「伝統の創造」 

12. 観光と文化 

13. 人権と文化 

14. 学期のまとめ 

 

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

授業時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） 

小テスト(20%)/小テスト(20%)/小テスト(30%)/小テスト(30%) 

【変更前】筆記試験(Written Exam)100% 

 

テキスト（Textbooks） 

教材は講師が用意する 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■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） 
コミュニケーションへの想像力、他者への想像力 

担当者名 

（Instructor） 
小倉 康嗣(OGURA YASUTSUGU) 

学期 

（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） 

 コミュニケーションとはなにか。コミュニケーションが、この社会に生きることとどう関わっているのか。いま、なぜ、コミュニケーシ

ョンが問題となるのか。コミュニケーションをめぐる根本的課題について、みずからの生き方や他者との関わり方、社会のあり方を

問いなおす問題として捉え、深く考えていくことが本授業の目標である。まちがっても巷にあふれている浅薄な「コミュニケーション

能力」の向上をめざしたものでは「ない」ので注意されたい。 

 

 What is communication? How is communication related to living in this society? Why communication become problem now? 

The goals of this class are to think deeply about and reframe subjects such as foundational issues surrounding communication, 

our lifestyles, our interaction with others, and current state of society. Students should not confuse this with “communication 

skill improvements” that are a dime a dozen. 

 

授業の内容（Course Contents） 

 コミュニケーションとはなにか、コミュニケーションが生きることや社会のあり方とどう関わっているのか、いまなぜコミュニケーシ

ョンが問題となるのかといった問題をめぐって、第二の近代（再帰的近代、リキッドモダニティ）、他者理解と自己理解、ライフスト

ーリーの知／オーラルヒストリーの知、対話と熟議の社会学といった視角から考察し、議論する。 

 特に後半では、圧倒的な他者の経験である「原爆体験の継承」というフィールドを通して、私たちを含む非被爆者にとっての〈原

爆という経験〉の人間的・社会的意味について考えていきながら、上述のコミュニケーションをめぐる問題を議論する。 

 他者の他者性と共感、実感のおよぶ範囲を拡げる、トラウマ感情の意味、弱さの力、当事者性とはなにかなど、体験者と非体験

者のコミュニケーションをめぐるトピックが論点となろう。 

 

 What is communication? How is communication related to current state of society and our lifestyles? Why is communication a 

problem now? Students will consider and discuss these issues from perspectives of Reflexive Modernity and Liquid Modernity, 

understanding about self and other, knowledge about life story and oral history, sociology of dialogue and deliberation. 

  In the second half, students will think about the passing on of a-bomb victim experiences. Students will think about human 

and social significance of this a-bomb victims experiences for us non-victims, while discussing communication issues mentioned 

above. 

 Students will discuss communication of Tojisha and non-Tojisha, including meanings of viewing others as “others”, expanding 

experience and area, emotion of trauma, strength of weakness, and meaning of involvement. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. コミュニケーションと生きること 

3. いま、なぜコミュニケーションが問題になるのか① 

4. いま、なぜコミュニケーションが問題になるのか② 

5. いま、なぜコミュニケーションが問題になるのか③ 

6. コミュニケーションの多様化と画一化、社会の個人化 

7. 他者理解と自己理解 

8. ライフストーリーの知／オーラルヒストリーの知 

9. 原爆体験の継承の現場から考える① 

10. 原爆体験の継承の現場から考える② 

11. 原爆体験の継承の現場から考える③ 

12. 原爆体験の継承の現場から考える④ 

13. 原爆体験の継承の現場から考える⑤ 

14. 対話と熟議の社会学 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 
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 学期全体を通して思考と議論を一回一回積み重ねていく授業展開となるので、断片的な出席や、受身の姿勢で臨むと授業につ

いていけなくなります（授業の積み重ねをふまえたグループワークもおこないます）。 

 出席は当然のこと、前回までの授業で積み重ねてきたこと（文脈）をしっかり把握したうえで、毎回の授業に臨んでください。 

 この授業では、みずから主体的に根気づよく考えぬく姿勢が強く求められます。 その覚悟をもって履修してください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(50%)/授業参加度（複数回にわたる授業内レポート）(50%) 

【変更前】筆記試験(Written Exam)60%, 平常点(In-class Points)40% (出席状況、リアクションペーパー、対話・議論への参加の積

極性 40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

 特に指定しない。授業時に資料を配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 小倉康嗣、2006、『高齢化社会と日本人の生き方――岐路に立つ現代中年のライフストーリー』、慶應義塾大学出版会 

(ISBN:4-7664-1320-2) 

2. 松尾浩一郎・根本雅也・小倉康嗣、2018、『原爆をまなざす人びと――広島平和記念公園八月六日のビジュアル・エスノグラフ

ィ』、新曜社 (ISBN:978-4-7885-1585-7) 

 授業時に適宜紹介するが、担当者による基本文献としては、上記文献のほか以下の文献が挙げられる。 

 

小倉康嗣 「生きられた経験へ――社会学を『生きる』ために」岡原正幸編『感情を生きる――パフォーマティブ社会学へ』慶應義

塾大学出版会、2014 年、14-36頁。 

 

 小倉康嗣「当事者研究と社会学的感染力――当事者研究と社会学との出会いのさきに」『三田社会学』第 19 号、 2014 年、55-

69 頁。 

 

 小倉康嗣 「ライフストーリー――個人の生の全体性に接近する」「生／ライフ――『生き方』を主題化し表現する」藤田結子・北

村文編『ワードマップ 現代エスノグラフィー――新しいフィールドワークの理論と実践』新曜社、2013 年、96-103 頁、172-181 頁。 

 

 小倉康嗣 「ライフストーリー研究はどんな知をもたらし、人間と社会にどんな働きかけをするのか――ライフストーリーの知の生

成性と調査表現」『日本オーラル・ヒストリー研究』第 7 号、2011年、137-155 頁。 

 

 小倉康嗣「参与する知を仕掛けていくパフォーマティブな調査表現――関わりの構築へ」『社会と調査』第 19 号、2017 年、44-

55 頁。 

 

 小倉康嗣「被爆体験をめぐる調査表現とポジショナリティ――なんのために、どのように表現するのか」浜日出夫・有末賢・竹村

英樹編『被爆者調査を読む――ヒロシマ・ナガサキの継承』慶應義塾大学出版会、2013 年、207-254 頁。 

 

 小倉康嗣「非被爆者にとっての〈原爆という経験〉――広島市立基町高校『原爆の絵』の取り組みから」『日本オーラル・ヒストリ

ー研究』第 14 号、2018 年、23-41 頁。 

 

 小倉康嗣「高校生が描く原爆の絵とエンパワーの連鎖――トラウマ的な感情の継承をめぐって」岡原正幸編『アート・ライフ・社

会学――エンパワーするアートベース・リサーチ』晃洋書房、2020 年、207-257 頁。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 本授業はオンラインですが、「授業時間外（予習・復習等）の学習」欄に記したような授業の性質上、対話を重視し、さらにグルー

プワークをたびたび実施する予定ですので、Zoomによるリアルタイム双方向形式でおこないます。履修者の皆さんには、基本的

にビデオ（カメラ）オン・発言時音声（マイク）オンで参加していただくことになりますので、履修にあたってはその点ご注意ください。 

 また、授業時間については、議論の状況によって延長しておこなう場合があるので、その点も注意してください。授業計画につ

いても、受講者の人数や反応によって有意義な変更をおこなうことがあります。 

 

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） 
宗教、ジェンダーと現代社会の対立点 

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、主に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。もちろん、一方ではそれらとは異なる視点、対立点となる観点もある程度必要である。この意味では、特に宗教の視点からの

社会の分析を取り上げてみたい。人類にとって基本的に普遍的な現象とも考えられる宗教は、一方では近代社会では古いとか、

時代遅れとか見られる事もある。しかし実際には近代社会ではどのような意味合いを持っているのか、も考察していく。 

 

In modern society, there are major conflicts in various fields such as politics, economy, culture, religion and learning. This in 

itself is inseparable from the diversity of the modern era and is, in a sense, natural. The aim of this course is for students to 

comprehensively consider various conflicts in contemporary society, seemingly disjointed and complicated, mainly through a 

gender perspective, in an integrated manner. This view is based on the findings of sociology, which regards differences in 

sensitivity and awareness about gender and gender-based role division as very fundamental, and encompassing strong 

relationships with attitudes to other social issues. Sociology of gender and feminist theory form the basis of the theoretical 

framework. On the other hand, the instructor regards that it is of some importance that we consider different viewpoints and 

opposing perspectives that form some sort of counterpoints to the feminist theories. For this purpose, the course will also offer 

an introduction to topics as the sociology of religion as well as sociobiology. In particular, some notable attention will be given to 

the question of  how and why religion manages to be a relevant force in modern life.  

 

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。 

 

In principle, each class will be based on a lecture. Ideally we will have some degree of student participation, such as discussion 

sessions and Q&A. Whether they are feasible, however, will depend on the number of students enrolled.  

 

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. 宗教の社会学について。現在社会での宗教の位置付け。 

9. 原理主義的宗教運動の台頭、宗教とジェンダーの関係や対立。 

10. 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。 

11. 様々な宗教的世界観や行動について、文化的、歴史的背景との関係、国／地域差に関する社会学的知見等。 

12. 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。 

13. 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。 

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。時事問題的な事も取り上げたいため、授業進行時に興味を引く話題が出てくれば、随時取り上
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げていく予定。授業時間外の読了が前提となる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

数回の小テスト(35%)/リアクションペーパー／コメントカード(30%)/期末時点小レポート(35%) 

【変更前】筆記試験(Written Exam)60%, 平常点(In-class Points)40% (コメントカードと出席票 20%授業内小課題,20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

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) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

ジェンダーや宗教、あるいは政治とか文化にまつわる社会問題などで興味を引くような時事問題などが学期進行中に出てくれ

ば、授業内で紹介する一連の理論的枠組みから考察する事で取り上げていきたいと考えている。これらはシラバスの執筆期限で

ある一月半ばの段階では予期出来ない。そのため、ある程度の内容変更はありうる事を念頭に置いていてもらいたい。 

 

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） 
life の哲学・思想 

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） 

lifeに関わる様々なテーマについて，狭義の哲学，さらには社会哲学・理論や公共哲学でどのように考えられてきたのかを学ぶ。

抽象的・理論的に考える方法を習得する。 

 

Students will learn the foundations of philosophies and thoughts, as well as social philosophy/theory and public philosophy. 

Students will learn how to think abstractly and theoretically. 

 

授業の内容（Course Contents） 

「いのちの尊厳」というテーゼの背後にある原理やテーマ～生（活），超越的なもの，大きな物語，死，他者との共存など～を抽象

的かつ理論的に考察する。これに関連する哲学者や思想家の考え方を知り，我々の life について様々な角度から検討する。扱う

人物は、デカルト，ヘーゲル，サルトル，ハイデガー，フロイト，フーコー，ヴィトゲンシュタイン，ロールズ，サンデル，リッツァ，アー

レントなどを予定していが，変更する場合がある。 

 

We consider the principles and themes behind the thesis of "the dignity of life" in an abstract and logical manner. We learn the 

ideas of philosophers and thinkers who are involved in this and think from various perspectives about our lives. We will cover 

the ideas of philosophers such as Hegel, Descartes, Sartre, Heidegger, Freud, Foucault, Wittgenstein, Rawls, Sandel, Arendt, and 

Ritzer. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション：いのちの尊厳 

2. 近代哲学と life① 

3. 近代哲学と life② 

4. 現代哲学・思想と life① 

5. 現代哲学・思想と life② 

6. 現代哲学・思想と life③ 

7. 現代哲学・思想と life④ 

8. 中間考察 

9. 公共哲学・社会理論と life① 

10. 公共哲学・社会理論と life② 

11. 公共哲学・社会理論と life③ 

12. 公共哲学・社会理論と life④ 

13. 公共哲学・社会理論と life⑤ 

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） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/リアクションペーパー・授業態度(40%) 

受講者数によっては、学生に意見を求めたり、対話形式を導入することを通じて授業態度を評価する。 

【変更前】筆記試験(Written Exam)70%, 平常点(In-class Points)30% (リアクションペーパーと授業態度 30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし。 
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参考文献（Readings） 

授業時に紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業態度には厳しくする。私語や携帯，睡眠，スライドや板書の撮影などは厳禁の授業なので（平常点に反映される），そのことを

自覚したうえで履修すること。なお，授業の順番や内容，扱うテーマを多少変更する可能性がある。様々な思想家・哲学者のエッ

センスを広く学びたい人を歓迎する。初学者や，興味はあるが難しいと思って敬遠していた人を想定しているので，可能な限り分

かりやすく講義するよう努める。 

 

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） 
社会福祉とコミュニティ 

担当者名 

（Instructor） 
後藤 広史(GOTO 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 

 

授業の目標（Course Objectives） 

・コミュニティの概念について理解する 

・社会福祉の諸課題をコミュニティと関連させて理解する 

・コミュニティを通して社会福祉の諸課題を解決する方法について理解する 

 

Understand the concept of community 

Understand social welfare issues in relation to the community 

Understand how to solve social welfare issues through communities 

 

授業の内容（Course Contents） 

本講義では、多義的な意味で用いられるコミュニティの概念について理解し、それを踏まえたうえで社会福祉の諸課題（Ex:「少子

高齢化」、「労働問題」、「ホームレス問題」、「精神障害」、「依存症」、「生活保護制度」）などを取り上げ、それらが生じる要因と解

決策をコミュニティという観点から検討する。 

なお、理解度・進捗状況によって授業計画には変更がありうる。 

 

In this course, students will understand the idea of community used in multiple senses, take up issues of social welfare based on 

this understanding (eg "decreasing birthrate and aging population," "labor issues," "homeless issues," "mental 

disability,""dependence,"and "Public assistance") and consider the factors that cause them and solutions from the perspective 

of community. 

The class plan may change depending on the students' level of understanding and progress. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション―本授業のねらい 

2. コミュニティを捉える視点／人口問題とコミュニティ①―少子高齢化社会の到来と社会福祉 

3. 人口問題とコミュニティ②／家族というコミュニティと社会福祉 

4. 「カイシャ」というコミュニティと社会福祉 

5. 貧困問題とコミュニティ 

6. ホームレス問題とコミュニティ①実態編 

7. ホームレス問題とコミュニティ②支援編 

8. ホームレス問題とコミュニティ③都市環境デザイン 

9. 子どもの貧困とコミュニティ①実態編 

10. 子どもの貧困とコミュニティ②支援編 

11. 精神疾患とコミュニティ 

12. 依存症とコミュニティ 

13. 生活保護制度とコミュニティ 

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） 

事前学修：授業終了時に次回の範囲について説明する。厚生労働省の HPや新聞・参考文献等を用いて事前学習を行うこと 

事後学修：授業終了時にその回で扱った範囲が下記参考書のどこに該当するのか説明するので、事後学修を行うこと 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業内課題①(33%)/授業内課題②(33%)/授業内課題③(34%) 

受講態度が悪い（私語等）場合は退出を求める。その他留意事項については初回の授業時で説明する。 

【変更前】筆記試験(Written Exam)100% 

 

テキスト（Textbooks） 
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テキストは使用しない。下記参考書などからレジュメを作成して配布する 

 

参考文献（Readings） 

1. 白波瀬佐和子 編、2019、『東大塾ーこれからの日本の人口と社会』、東京大学出版会 (ISBN:4130530275) 

2. 宇野重規、2018、『未来をはじめるー人と一緒にいることの政治学』、東京大学出版 (ISBN:4130331086) 

3. 広井良典、2009、『コミュニティを問いなおす―つながり・都市・日本社会の未来 』、筑摩書房 (ISBN:4480065016) 

4. プレディみかこ、2019、『THIS IS JAPAN ー英国保育士が見た日本』、新潮社 (ISBN:4101017514) 

5. 小熊英二、2019、『日本社会のしくみー雇用・教育・福祉の歴史社会学』、講談社現代新書 (ISBN:4065154294) 

6. 岩田正美、2007、『現代の貧困―ワーキングプア/ホームレス/生活保護』、筑摩書房 (ISBN:4480063625) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

・講義が中心となるが、必要に応じて映像資料を用いる。またグループワークを通したディスカッション・発表も適宜行う。授業ごと

にリアクションペーパーを配布し、次回の授業でフィードバックする。 

・その他の留意事項については初回の授業時で説明する。 

 

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） 

人は他者との関係なしには生きていけない。コミュニティをデザインすることはよりよい社

会、生き心地の良い社会を考える事でもある。他人事ではなく自分事としての視点で捉

え、実践に繋げていくことが目標である。 

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こっているのか、それはどのような課題から生まれるのか、どうすれば解決に向か

うのか、自分なりに考え自分なりの解答を見出し、どんなに小さくても実践へと結び付けていくこと、そうした主体性をもつことが目

標であり、今後の社会で最も望まれることでもある。 

 

What is happening in the community where you live, what problems are there, how can they be solved? Students will think about 

their own solutions, and identify things they can do practically no matter how small they are. 

Learning is meaningless unless it leads to practice, and I also want you to know the enjoyment of putting things into practice.   

 

授業の内容（Course Contents） 

現代の社会問題の根源にあるもの、貧困格差や社会的排除等の課題は身近な自分のくらしに惹きつけて考察する中で真実が

見えてくる。現代はグローバルなものとローカルなものが分かち難い密接な関係にある。傍観者としてはいられない。基礎情報を

提供するので、自分なりに考え自分なりの結論を導き、何事にも主体者としての関わりを感じるような講義を心がける。毎回リア

クションペーパーを書いてもらい、それによって、最終的には「よりよい社会のあり方」のイメージに繋げていく。 

 

Where do modern social problems come from? As well as the visible aspects of problems such as "poverty," 

"isolation/unrelatedness," and "social exclusion," etc., we will consider why these problems exist in society and relate the 

issues to students' own lives. Students will be able to understand better when they relate these issues to their own lives. The 

examples have been chosen to facilitate such understanding. Also, we will conduct work so that students can directly feel the 

inseparable relationship between local and global within these issues. Students will create a concrete image of a better society 

for themselves as leaders, not bystanders.   

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス  

2. 日本の社会をどのように捉えるか① 日本人のくらしの変化 

3. 日本の社会をどのように捉えるか② 現代の社会問題とその背景が意味するもの 

4. 社会的格差を考える① 子どもの成長と地域社会の関係 

5. 社会的格差を考える② 子どもの貧困問題の及ぼす社会的損失 

6. 人とくらしの関係を考える① コミュニティを失うということ 

7. 人とくらしの関係を考える② あるコミュニティに育まれて 「共に生きる」とは何か 

8. 経済のあり方を考える①  韓国ソウル特別市の社会的経済推進と市民 

9. 経済のあり方を考える② グローバリゼーションと社会的連帯経済 

10. 経済のあり方を考える③ 協同組合の可能性と SDGs 

11. 市民自治を考える① 大都市圏における実践 

12. 市民自治を考える② 過疎地における実践 

13. 希望の持てる社会とは① よりよい社会のイメージ  

14. 希望の持てる社会とは② よりよい社会のための実践 講義のまとめ 

 

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

ガイダンス及び講義の進行に従い、参考図書、文献の紹介を行う。また、ゲストスピーカーから実践報告をしていただく。どの報

告も非常に興味深いものなので、本やインターネットを活用して復習してほしい。また、学生の興味に応じて、情報提供や紹介も

するので、積極的な態度で履修してほしい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

リアクションペーパー(30%)/中間課題レポート(30%)/最終課題レポート(30%)/出席態度(10%) 

 

テキスト（Textbooks） 
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なし 

 

参考文献（Readings） 

1. リチャード・ウィルキンソン、2010 年、『平等社会』、東洋経済新報社 (ISBN:978-4-492-22302-4) 

2. ロバート・パットナム、2017 年、『われらの子ども』、創元社 (ISBN:978-4-422-36001-0) 

3. 愛媛大学社会共創学部研究チーム、2018 年、『大地と共に心を耕せ』、農山漁村文化協会 (ISBN:978-4-540-17165-9) 

4. 日本財団子どもの貧困対策チーム、2016 年、『子供の貧困が日本を滅ぼす』、文藝春秋 (978-16-661092-1) 

5. 湯浅誠、2008 年、『反貧困』、岩波新書 (ISBN:978-4-00-431124-9) 

6. 湯浅誠、2017 年、『「なんとかする」子どもの貧困』、角川書店 (ISBN:978-4-04-082173-3) 

7. 堤未果、2018 年、『日本が売られる』、幻冬舎新書 (978-344-98518-6) 

錢本隆行『デンマーク流「幸せの国」のつくりかた』明石書店（2012 年） 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

ゲストスピーカーとの日程調整や、リアクションペーパーから判断して補足が必要だと感じた場合、内容や順番を変更する場合が

ある。 

長い実践経験も踏まえて得たモノを未来のある若者へ提供したいと考えているので、学びに対して真摯な態度を望む。真剣に学

ぶ者にとって、遅刻や講義中の私語、出入りは大変迷惑である。注意しても改善が見えない時は退席させる場合がある。 

 

注意事項（Notice） 

本科目は、担当教員の実務経験、または実務に従事するゲスト・スピーカーの招聘講義等を活かした授業である。 
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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） 
観光産業の現状と特性 

担当者名 

（Instructor） 
斎藤 明(SAITO AKIRA) 

学期 

（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） 

（１）観光ビジネス全体の特性を理解する 

（２）主要な観光産業の現状と特性を概説できる 

 

(1) Students will understand the overall characteristics of the tourism business 

(2) Students will be able to outline the current situation and characteristics of the major tourism industry 

 

授業の内容（Course Contents） 

本講義は、観光ビジネスを取り巻く外部環境を概観し、主要な観光産業における現状、特性、課題、諸課題への方策等に関し

て、事例紹介をもとに解説する。 

 

This course will give an overview of the external environment surrounding the tourism business, and explain the current 

situation, characteristics, issues, and measures for issues in the major tourism industry based on examples. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス：観光ビジネスの特性 

2. 観光ビジネスとマーケティング（１） 

3. 観光ビジネスとマーケティング（２） 

4. 地域観光事業の現状と事例（１） 

5. 地域観光事業の現状と事例（２） 

6. 旅行事業の現状と事例（１） 

7. 旅行事業の現状と事例（２） 

8. ホテル事業の現状と事例（１） 

9. ホテル事業の現状と事例（２） 

10. 情報環境の変化と旅行商品購買行動の変化 

11. テーマパーク事業の現状と事例 

12. 鉄道事業の現状と事例 

13. 事例研究（１） 

14. 事例研究（２） 

 

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、適宜講義中にお知らせする。  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(80%)/中間レポート(20%) 

【変更前】筆記試験(Written Exam)90%, 平常点(In-class Points)10% (リアクションペーパー(Blackbord による）10%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業の中で適宜資料配布する 

 

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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■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。 

 

This course is aimed at students who are new to tourism. We use the words "traveler" and "tourist" rather vaguely. The 

purpose of this course is to review the history of tourism from the latter "tourist" and to think academically about the essential 

transition from "early modern tourism" to "contemporary tourism." 

 

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。文学者と場所を中心に

旅（あるいは旅行）について授業を進める予定である。後半は女性の旅に視点をおきながら授業を行う。 

 

Tourism is a word that was born in the 19th century. We will look at the transition from travel to tourism from the travel notes 

of writers whose theme is a journey to the Orient, which was popular among the intellectual class. In the late 19th century, 

travel became an industry called tourism with the advent of Thomas Cook. As of the 21st century, the tourism industry is one 

of the most important strategic areas for nations, and there is high interest in tourists. Travel is increasingly diversifying. We will 

offer classes on travel (or journeys) focusing on literary people and places. In the second half of the course, we will offer 

classes taking a woman's perspective on travel. 

 

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) イギリスの場合 （トマス・クック） 

4. 近代観光(1) 文学と旅 

5. 近代観光(2) フランスの場合 

6. 近代観光(2) 文学と旅（シャトーブリアン） 

7. 近代観光(2) 文学と旅（ゾラ） 

8. 近代観光(2) フランス人とバカンス 

9. 近代観光(3) アメリカの場合 

10. 近代観光(3) 女性の旅  ジャーナリズムと旅 1 

11. 近代観光(3) 女性の旅 ジャーナリズムと旅 2 

12. 日本女性の旅  林芙美子  

13. イギリス女性の旅 イザベラ・バード 

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） 

授業内レポート（出席点を含む）(40%)/毎授業時のリアクションペーパーの完成度(60%) 

リアクションペーパーは完成度を重視します。 

【変更前】筆記試験(Written Exam)50%, 平常点(In-class Points)50% (リアクションペーパー30%出席・授業への取り組み,20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特になし。 
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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)） 

 

 

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） 
観光現象および観光学の総合的理解 

担当者名 

（Instructor） 
李 崗(LI GANG) 

学期 

（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） 

観光学の基礎知識を身につけ、多様な視点から観光現象を総合的に把握する。 

 

Students will acquire basic knowledge of tourism studies and comprehensively understand the tourism phenomena from various 

perspectives.  

 

授業の内容（Course Contents） 

本講義では、観光という多層的な社会現象について考える際の基礎的な視座を学ぶ。観光の歴史、観光産業、観光行動、観光

とメディア、観光と災害など、観光関連問題について国内外の事例を交えながら紹介し、観光学という学際的な学問領域を概観

する。 

 

In this course, students will learn basic perspectives when thinking about the multi-layered social phenomena of tourism. We will 

introduce tourism-related issues such as the history of tourism, tourism and environment, tourists' behavior, tourism and media, 

tourism and disasters, etc. By analyzing examples from Japan and foreign countries, we will introduce the main ideas of tourism 

study. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクションー観光と観光学の概念 

2. 観光の世界史① 

3. 観光の世界史② 

4. 観光の日本史① 

5. 観光の日本史② 

6. 観光まちづくり 

7. 持続可能な観光 

8. 観光とメディア 

9. スマート・ツーリズム 

10. 観光と巡礼 

11. 観光と文化 

12. 観光と福祉 

13. 観光と災害 

14. 最終テスト 

 

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

授業で紹介した諸視点を用いて、身の回りに生じている観光現象について意識的に考えること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席状況・授業への取り組み(25%)/授業内の課題(35%)/最終テスト(Final Test)(40%) 

なお、出席は 4 分の 3 以下の場合、成績評価の対象としない。 

 

テキスト（Textbooks） 

授業内容に合わせて、随時資料を配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. John Urry (原著), Jonas Larsen (原著), 加太 宏邦 (翻訳)、2014、『観光のまなざし』、法政大学出版局 (ISBN:458801014X) 

2. 前田勇、2018、『新現代観光総論-第 2 版』、学文社 (ISBN:4762027863) 

3. 山下晋司、2011、『観光学キーワード』、有斐閣 (ISBN:4641058911) 

授業内で関連書籍や論文などを紹介する。 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■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。高校生との交流

授業も予定しています。 

 

Students will learn about the relationship between political participation and academic research at the university through 

literature and discussions so that they can have their own ideas.  We also plan to hold exchange classes with high school 

students. 

 

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。 

 

In the 2015 Public Offices Election Law Amendment, the voting age was lowered to 18, and high school third graders and 

university first graders came to have the right to vote from the 2016 election. I would like to think together with students about 

what kind of social and political meaning this has, and what kind of changes will be brought about in school and university 

education. Through this, the aim is for students to acquire the basic way of thinking to study and research humanities, social 

sciences, and pedagogy. In the first class students will be divided into groups. 

 

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. テレビドラマ「あまちゃん」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。連携している高校との調整によって、シラバスの内容に変更もありうる。 

 

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) 
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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 Organizing 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。 

 

In this course, the aim is that those who have noticed some social problem will voluntarily and proactively cooperate, take up an 

organization that works for a solution to the problem collectively, and gain basic understanding of its administrative features and 

social functions. 

 

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。 

実際にボランティア活動や NPOで活動している、あるいはそうした活動に関心を持つ人の参加を歓迎する。 

 

Today, civic activity groups (NPOs, etc.) are attracting attention as leaders of civic movements and citizen participation, or 

leaders of public services that replace the government. In this course, while touching on the history of NPOs and the 

characteristics of organizations and activities, students will learn about the roles that NPOs play in society, the characteristics 

of their operation, and the conditions of their existence, etc. 

We welcome the participation of students who are actually involved in volunteer activities or NPOs, or who are interested in 

such activities. 

 

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）－非営利組織の基礎知識－ 

7. NPO とは何か？（2）－非営利組織の基礎知識－ 

8. NPO とは何か？（3）－日本の特殊事情・制度環境等－ 

9. NPO のマネジメントの特徴（1） 

10. NPO のマネジメントの特徴（2） 

11. ケースで考える NPO（1）－海外編－ 

12. ケースで考える NPO（2）－国内編－ 

13. NPO の社会性と事業性 

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、できる限りグループ・ディスカッションもとりいれたい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(80%)/毎回のコメント・授業への貢献(20%) 

【変更前】筆記試験(Written Exam)90%, 平常点(In-class Points)10% (毎回のコメント・授業への貢献 10%) 

 

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
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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） 

1. 原田・藤井・松井、2010、『NPO 再構築への道』、勁草書房 (ISBN:978-4326602285) 

 

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） 

本科目は、担当教員の実務経験、または実務に従事するゲスト・スピーカーの招聘講義等を活かした授業である。 
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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） 
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） 

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。 

 

The aim of the course is for each student to broaden their view of universities and reflect on their own student life. 

The objectives are as follows: 

1) Students will understand the past and current situation of university education and become able to express opinions on the 

topic. 

2) Students will become able to express their thoughts about how they have related to university education in the past and how 

they will relate to it in the future. 

 

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。 

 

Students will learn about the history and current situation of universities, and the social situation behind them, focusing on 

educational functions and student life. In the process, students will have an opportunity to reflect on their own campus life as 

appropriate. 

The method of the course will be as follows: 

1) Classes will be composed of lectures, group work, and discussions, etc. 

2) We will emphasize dialog among class participants (talking, listening, reading, and writing). 

3) We will consider the number of students, and if possible, create opportunities for group presentations. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 自分にとって大学とは 

3. 大学と学生生活の誕生 

4. 日本の大学制度の成立と略史 

5. 大学教育・学生生活のレリバンス 

6. グループ発表課題の説明とグループワーク 

7. 大学の教育・学習の動向 (1)政治・経済の観点から 

8. 大学の教育・学習の動向 (2)学習論の観点から 

9. 大学の教育・学習の動向 (3)メディア・情報技術の観点から 

10. 大学教育の費用とその負担のありかた 

11. 大学の研究機能 

12. 人文社会系大学教育の意義とは 

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） 
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グループ発表が可能な場合、発表に向けたオンラインでのグループワークを授業内外で進めてもらいます。グループへの積極的

な貢献を一人一人に求めます。そのほか、 文献を読む、コメントを用意してくる等の課題を出します。「その他」の欄もよく読んで

履修を検討してください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

小テスト(30%)/授業内課題（グループ発表含む）(40%)/期末の授業内確認テスト(30%) 

グループ発表について：グループでテーマを設定し、オンラインでの発表とディスカッションを企画・実践する。履修者数が少なけ

れば個人発表とし、多ければ代替課題を検討する。 

【変更前】筆記試験(Written Exam)60%, 平常点(In-class Points)40% (授業内で取り組む課題、授業外で取り組む課題 40%) 

 

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) 

5. 古川安、2018、『科学の社会史―ルネサンスから 20 世紀まで』、筑摩書房 (ISBN:9784480098832) 

※その他の文献は授業中に紹介します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

教員と学生が、また学生同士が対話する双方向のやりとりを毎週行います。そのようなオンライン授業を希望するかどうか、よく

検討して履修してください。履修者には積極的な参加を求めます。 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 

 - 317 - 

■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） 
現代ロシアの諸相 

担当者名 

（Instructor） 
油本 真理（ABURAMOTO MARI） 

学期 

（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） 

ロシアという国について、その歴史や現状の様々な事項を学ぶ。ロシアにおいて観察される諸事象を他国との比較を踏まえて考

察する。 

 

This course aims to learn the history and various current affairs concerning Russia. Consider various events observed in Russia 

through comparison with other countries. 

 

授業の内容（Course Contents） 

本講義では、ロシアの歴史と現在をよりよく捉えるため、歴史、政治、外交、経済、社会、民族の 6 つのテーマ群に分けて検討を

行う。 

 

Six different themes (history, politics, diplomacy, economy, society, and ethnic groups) will be reviewed to better capture the 

history and current affairs of Russia. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 歴史① 帝政期・ソ連 

3. 歴史② ソ連・現代ロシア 

4. 政治① 指導者 

5. 政治② 政治体制 

6. 外交① 対米・対欧関係 

7. 外交② 対アジア関係 

8. 経済① 市場と国家 

9. 経済② 市場と社会 

10. 社会① 宗教 

11. 社会② ジェンダー・家族 

12. 民族① 連邦制 

13. 民族② ナショナリズム 

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） 

各テーマに関わる参考文献を示すので、授業の前後に参照すること。 

 

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（毎回の授業後に提出）(50%) 

【変更前】筆記試験(Written Exam)70%, 平常点(In-class Points)30% (リアクションペーパー（3 回実施）30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業のレジュメ・資料は事前にアップロードする。 

 

参考文献（Readings） 

1. 栗生沢猛夫、2014、『図説 ロシアの歴史 増補新装版』、河出書房新社 (ISBN:9784309762241) 

2. 横手慎二、2015、『ロシアの政治と外交』、放送大学教育振興会 (ISBN:9784595315589) 

3. 川端香男里ほか監修、2004、『新版 ロシアを知る事典』、平凡社 (ISBN:9784582126358) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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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） 
20 世紀のドイツ～ナチズム、ホロコースト、「過去の克服」 

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） 

２０世紀はドイツにとって激動の時代だった。第一次世界大戦敗北につづく世界恐慌、ナチスの台頭、全体主義国家への変貌、

そしてドイツは再び戦争へ突入していく。２０世紀のドイツを、ナチ時代、ホロコースト、戦後の克服に焦点をあてて考察する。 

 

The twentieth century was a turbulent period for Germany.The Great Depression, the rise of the Nazis, the transformation to a 

totalitarian state, and Germany enters war again. We will consider the  important historical events for Germany in the 20th 

century:the Nazi era, the Holocaust and the coming  to terms with the past in the postwar East-West division era. 

 

授業の内容（Course Contents） 

ドイツは、２度の戦争を引き起こし、敗北した。ホロコーストという前例のない虐殺行為を行い、戦後は東西に分断された。東西ド

イツは、異なった政治体制の中で４０年あまりを過ごし、この間にそれぞれに西と東で重要な位置を占めていく。激動の２０世紀を

ドイツに焦点をあてて考察しながら、現在にもつながる問題について考える。講義では、記録映画と劇映画を多用して理解の手

助けとしていく。 

 

Germany started two wars and was defeated. It carried out the unprecedented act of slaughter called the Holocaust and was 

divided into East and West after the war. East and West Germany spent about 40 years with different political regimes, 

occupying important positions in the East and West respectively during this time. While examining the turbulent 20th century 

focusing on Germany, we will approach the roots of the various problems that lead to the present. In lectures, we will use 

recording films and feature films extensively to help understanding. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション～ドイツとは 

2. 第一次世界大戦後のドイツ～ヴァイマル時代 

3. ナチスの台頭 

4. ナチスの文化政策 

5. ナチスのメディア戦略 

6. 第二次世界大戦とホロコースト 

7. ホロコースト  

8. ホロコースト 

9. ホロコースト 

10. 東西ドイツの出発 

11. 西ドイツの「過去の克服」 

12. 東ドイツの戦後 

13. 東西ドイツ統一後の諸問題 

14. 統一ドイツの「過去の克服」 

 

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） 

授業理解度(40%)/授業内課題１，２（各 30％）(60%) 

出席はハンディターミナルによる。毎回リアクションペーパーを提出してもらい、理解度の判断基準とする。 

【変更前】筆記試験(Written Exam)70%, 平常点(In-class Points)30% (出席および授業に取り組む姿勢 30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

レジュメを配布する 

 

参考文献（Readings） 
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授業内に適宜指示する 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

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。また、授業開始後 30 分経過してから入室した場合、やむをえな

い場合を除き、出席とは認めない。 

リアクションペーパーについては、成績判断の参考とするが、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判断の対象にしない。 

 

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） 
フランス社会と、様々な背景 

担当者名 

（Instructor） 
大坪 裕幸(OTSUBO 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） 
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。 

 

Students will understand the diversity of contemporary French society, a truth that contradicts the general image of the 

country. This will form the basis of a more in-depth study of French society. 

 

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。 

 

Contemporary French society consists of complex relationships among diverse people. It's not just the difference between 

social classes, like bourgeoisie and farmers. The presence of immigrants, refugees, and foreign territorial people who are closely 

linked to the history of French colonialism brings even greater complexity to French society. In this course, for students to 

understand such diversity, we will explain the lives of different people while using video materials. In addition, we will consider 

what kind of social relationships people with diverse backgrounds are trying to establish with each other. Through this study, we 

will develop a multilayered image of French society.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. フランス革命と社会の変化 

3. 第一次世界大戦がもたらしたもの 

4. 第二次世界大戦とその後 

5. 1968 年革命と若者たち 

6. 21 世紀、ネット時代のフランス社会 

7. ブルジョワジーと社会階級の変遷 

8. 民衆・労働者として生きる 

9. 地域的な多様性と農民たち 

10. 植民地主義とその後の現状 

11. 移民たちと難民たちのフランス 

12. 若者たちにとっての社会の絆：家族、男女 

13. フランスの学生が「社会に出る」ということ 

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)(40%)/授業への参加度(30%)/リアクションペーパー(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業時に必要に応じて資料を配布する。  

 

参考文献（Readings） 
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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。 

 

Through statistical analysis of Latin America and other Spanish-speaking countries, students will learn about the historical role 

this region has played in establishing the global economy and the current image of its society. 

 

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。 

 

There are over 400 million native speakers of Spanish in the world. In the course, students will learn about Latin American 

cultural and social issues, comparing past and present, and different regions through statistical analysis such as population and 

industries, focusing mainly on the American continent where most Spanish speakers live, but also referring to Spain and 

Equatorial Guinea as needed. In the course, we will proceed while touching on the meaning of statistical values and their 

background, and will use a statistical compilation (textbook) to give instruction on the creation of tasks in the classes, so 

students must bring their textbook (statistical compilation) to the classes. 

 

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. ラテンアメリカの宗教 

13. メキシコの食文化と農業 

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 2019 年度に実施したもので、2020 年度には変更する場合がある。授業の PowerPointの pdf を事前に

Blackboard 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，2019 年度はテキスト（二宮書店『データブック 2019』）を用いる授業内課題を 12 回提出して貰った。必ずテキストを持参

して授業に臨むこと。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） 

課題(40%)/小テスト(60%) 

課題は 4 点満点で採点し，10 回以上出題する。小テストは受験時間を指定し，20 点満点で 5 回行う。 

【変更前】筆記試験(Written Exam)60%, 平常点(In-class Points)40% (授業内課題 40%) 

 

テキスト（Textbooks） 
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1. 二宮書店編集部、2020、『データブック オブ・ザ・ワールド 2020 —世界各国要覧と最新統計—』、二宮書店 (ISBN-10: 

481760445X ISBN-13: 978-4817604453) 

 

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。必ずテキストを持参して用いること。2019 年度は履修者数が 250 名を超えたので授業時の座席を指定した。2020 年度も同じ

方針です。 

 

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） 
中心と周縁から見る中国語圏の社会 

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） 

中国語圏の地域やその社会について、その中心と周縁双方の観点から学ぶことにより、その歴史的な関係性と共通性・多様性を

理解する。 

 

Students will understand the historical relationships, commonality and diversity of the Chinese-speaking region by learning 

about the region and its society from both the center and the peripheries. 

 

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、その中心から見るのであれば、そこには一つの流れといく

つかの共通性をはっきりと見出すことができる。しかし、特にその周縁に当たる地域やその社会を具体的に見ていくと、そのあり

かたは決して一様ではなく、むしろ歴史的に形成された多くの差異と多様性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、上に述べた共通性と多様性を、その中心と周縁双方の観点から、具体的な事例や人物を通して理解することは、何

より重要な課題となると思われる。 

本講義では、まず中国本土の伝統的な社会の特徴について学ぶ。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）、および中国語圏の周縁に当たる台湾・シンガポールという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、現代の中国や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。  

 

Chinese-speaking regions, including China, have historically close connections, and by looking from the center, you can clearly 

find one flow and several commonalities. However, in particular if you look specifically at the surrounding areas and their 

societies, you will find that the way of life is not at all uniform, but rather filled with many historically formed differences and 

diversity. In order to learn about Chinese-speaking society, it seems that the most important task is to understand the above-

mentioned commonalities and diversity from the perspective of both the center and the peripheries through specific examples 

and people. 

In this course, we will first learn about the characteristics of the traditional society in China mainland. Next, we will learn 

specifically about the Chinese people who moved to/from the Chinese-speaking region, including China, and learn about the 

society and history of Taiwan/Singapore which are on the periphery of the Chinese-speaking region. Achieving the above-

mentioned tasks through these contents will also have great meaning in considering the state of modern China and East Asia. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. はじめに：「中国」について考える 

2. 中国の伝統的社会（エリート側の視点）①：「中華」観念、天と皇帝 

3. 中国の伝統的社会（エリート側の視点）②：儒教と科挙 

4. 中国の伝統的社会（民衆側の視点）①：「公」と「私」、家族・宗族、女性 

5. 中国の伝統的社会（民衆側の視点）②：同郷・同業団体・善堂・秘密結社 

6. 台湾史①：清朝と日本による「植民地」化 

7. 台湾史②：もう一つの「中国」の戦後史 

8. 華人の世界①：朝貢貿易体制と伝統的な華人ネットワークの形成 

9. 華人の世界②：イギリス非公式帝国の拡大と華人ネットワークの近代化 

10. シンガポール華人社会①：イギリス植民地統治下における華人社会の形成 

11. シンガポール華人社会②：現地社会での「華人」認識の普及 

12. シンガポール華人社会③：「抗日」ナショナリズムの高揚と戦争の時代 

13. シンガポール華人社会④：戦後、社会主義と開発独裁のあいだで 

14. おわりに：中国語圏の広がりとその共通性・多様性 

 

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であげた参照文献を用いて復習すること。授業内容などの質問についても随時受

け付ける。 
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成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(80%)/オンライン配信授業へのコメント内容(20%) 

【変更前】筆記試験(Written Exam)80%, 平常点(In-class Points)20% (リアクションペーパー内容 20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業内にて適時指示する。 

 

参考文献（Readings） 

授業内にて適時指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■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） 
キーワードで読むコリアン・シネマ 

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。 

 

In this course, students will understand Korean-speaking society through the films dealing with Koreans home and abroad, n 

Colonial Korea, North and South Korea, Japan, and other global societies. 

 

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。 

 

Films effectively expresses the ideas and forms of various ethnic groups and social groups. In this course, we will discuss the 

history and theories of industry, political and social meaning, and aesthetic characteristics of "Korean Cinema." The themes will 

be discussed in the class include the representation of historical memories such as the Japanese colonial occupation, war and 

national division, democratization, and contemporary social issues such as North Korean refugees and class conflicts, gender 

discrimination and immigration through keywords such as women and family, food, Korean style, and globalization we will 

introduce the history, trends, and cultural identity of Korean society depicted in films. 

 

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） 

授業内に指示した課題(30%)/中間レポート(35%)/最終レポート(35%) 

 

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） 

 

 



 

 - 328 - 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

講義は日本語と英語を並行すること。 

 

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） 
五十嵐 彰(IGARASHI AKIRA) 

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，社会調査の歴史的な概要，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。 

 

Students will understand the basic issues about the meaning and types of social surveys, and we will provide an outline of the 

basic issues concerning the process from collection of materials and data to analysis. 

 

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。 

 

While providing a summary of the purpose and methodology of social surveys, we will organize the types of quantitative and 

qualitative surveys, statistical surveys, and case study methods, and students learn about survey ethics together with the 

history of social surveys and types and examples of surveys. We will also outline the basic issues of processes from data 

collection to analysis such as questionnaire surveys and fieldwork. 

 

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 

 

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） 

コース内教材(40%)/課題提出(60%) 

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。 

【変更前】筆記試験(Written Exam)55%, 平常点(In-class Points)45% (コース教材内の練習問題 15%,課題提出 30%) 

 

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)） 



 

 - 330 - 

履修許可者は，4 月 10 日（金）～4 月 30 日（木）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。 

 

※学期中に 2 度のスクーリングを実施する。 

池袋［第 1 回］5 月 7 日(木)［第 2 回］7 月 7 日(火) 

新座［第 1 回］5 月 6 日(水)［第 2 回］7 月 8 日(水) 

どちらも昼休みに開催、場所は後日発表とします。 

 

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） 
五十嵐 彰（IGARASHI AKIRA） 

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。 

 

Focusing on the technical aspects of social surveys, we will explain the specific methods for collecting and organizing data from 

the planning and design of the survey. The aim is that students will acquire the skills to plan and conduct social surveys, 

especially questionnaire surveys, and the skills to clarify the outline of the relevant issues. 

 

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。 

 

Ten classes will be used for quantitative surveys and five classes for qualitative survey data collection. Regarding quantitative 

surveys, we will deal with the planning and design of surveys, sampling and creation of questionnaires, survey methods, and 

concepts of data creation and analysis. For qualitative surveys, we will deal with planning of surveys and techniques for 

organizing collected data such as creation of field notes. 

 

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 

 

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） 

コース教材内の練習問題(40%)/課題提出（30％×2 回）(60%) 

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。 

【変更前】筆記試験(Written Exam)55%, 平常点(In-class Points)45% (コース教材内の練習問題 15%課題提出,30%) 

 

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。 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

履修許可者は，9 月 18 日（金）～9 月 30 日（水）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。 

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。 

 

Students will learn basic knowledge of social survey data analysis and become able to analyze data descriptions and simple 

bivariate relationships and organize the results appropriately 

 

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。 

 

We will handle frequency distribution tables, graph creation, descriptive statistics such as representative values, variances, and 

variation coefficients, Gini coefficients, causal relationships and correlations, cross tabulation, regression analysis, and analysis 

of simple time series data. Students will also learn about organizing and presenting statistical data. 

 

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） 

 

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） 

コース教材内の練習問題(15%)/課題(課題(1)と課題(2)の計 2 回）(30%)/特別課題（特別課題 A と特別課題 B の計 2 回）(55%) 

筆記試験は定期試験期間に実施する。 

【変更前】筆記試験(Written Exam)55%, 平常点(In-class Points)45% (コース教材内の練習問題 15%,課題提出 30%) 

 

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。 
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※2 度のスクーリングの機会がある（予定） 

昼休みを予定。詳細は Blackboard 等 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。 

 

Students will think about society, position social survey data analysis as a tool to solve problems, and learn methods for using 

data to test inferences and hypotheses. 

 

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。 

 

Students will learn about the basic statistical knowledge needed for statistical data aggregation and analysis. From among 

descriptive statistics and inference statistics, the curriculum will be developed with an emphasis on inference statistics. 

Students will acquire the basic idea of inference statistics based on probability theory, and will learn basic statistics such as 

mean value, median, mode, variance, and standard deviation; indices that indicate the strength of the relationship between 

variables such as covariance and correlation coefficient; chi-square tests for cross-table related indices and independence; 

single regression analysis; control of partial correlation coefficients and confounding variables; and multiple regression analysis. 

In addition, students will learn about test theory such as t-test and analysis of variance. Students will learn the applied 

contents of statistics, and learn topics from analysis methods for dealing with univariates and bivariates to some analysis 

methods for dealing with three variables that are the entry point to multivariate analysis. 

 

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） 

 

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） 

コース教材内の練習問題(15%)/課題（2 回）(30%)/特別課題 A(25%)/特別課題 B(30%) 

【変更前】筆記試験(Written Exam)55%, 平常点(In-class Points)45% (コース教材内の練習問題 15%課題提出,30%) 
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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、内容を確認すること。 

 

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。 

 

Students will position multivariate analysis as a method for revealing important information hidden in data, and understand the 

basic ideas, representative methods, and usage methods in society. 

 

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。 

 

Students will learn the basic concepts and representative methods of multivariate analysis. In particular, we will describe (1) 

methods for prediction and factor search, and (2) methods for organizing and classifying complex information. Furthermore, 

through analysis exercises using the statistical analysis language R, students will understand the usage cases and roles of these 

methods. 

 

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 

 

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） 

授業内テスト（25％×4 回）(100%) 

筆記試験は定期試験期間に実施する。 

【変更前】筆記試験(Written Exam)60%, 平常点(In-class Points)40% (課題提出 40%) 

 

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。 
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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 

5. 林雄亮・苫米地なつ帆・俣野美咲、2017、『SPSSによる実践多変量解析』、オーム社 

 

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

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。 

授業内容に関して質問がある場合は、学期中 2 回行われるスクーリングを利用されたい。 

 

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） 
CMP2200 

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、当事者意識の観点から、ともに考える授業としたい。 

 

In this course, students will learn the universality and importance of democracy and liberal arts by touching on familiar cultural 

arts that are deeply related to human nature. Art is a "mirror of society," and at the same time enables us to capture and 

understand things from various angles through various expressions. Using this point as a clue, we will aim to deepen social 

awareness through art by examining the power of art and its relationship with society from multiple angles. In particular, we 

would like to think together about "how to grasp a society that is suited to oneself" from the viewpoint of the consciousness of 

a concerned party. 

 

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。 

 

This subject is one of Rikkyo Service Learning (RSL) subjects. RSL aims to enable students to acquire citizenship through 

understanding the community and acquiring the ability to engage in the community. We will consider various aspects related to 

democracy and the liberal arts, taking a variety of forms of art as one entry point. Many of the arts break down the values that 

were previously thought to be common sense and promote various types of realization. Beyond mere appreciation and 

enjoyment, in this course, students will learn about the diversity of social and human relations through art. In addition to 

lectures, the course will be centered on videos, talks from guest speakers, and discussions among students. 

 

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 

 シチズンシップをどう捉えるか 

3. 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 

4. 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 

5. 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 

6. 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 

7. 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 

8. 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 

9. 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 

10. 美術から見た社会との関わり (２) 
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 表現への使命と責任 

11. 芸術が持つ力(１) 

 芸術から社会を考える意義 

12. 芸術が持つ力(2) 

 芸術を読み解く力 

13. 芸術が持つ力(3) 

 芸術を守ることの社会的意義 

14. 授業総括 

 

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） 

毎時間の課題ペーパー(50%)/ディスカッションにおける参加度(10%)/授業内で課されたレポート課題（2 回）(40%) 

【変更前】レポート試験(Report Exam)60%, 平常点(In-class Points)40% (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） 

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. Correlation and scatter plot 

13. Regression analysis 

14. Confounding 

 

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） 

Quiz(70%)/Report(30%) 

【変更前】筆記試験(Written Exam)60%, 平常点(In-class Points)40% (Assignments40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

None 

 

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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■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） 

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, estimation, 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 

 

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） 

QUIZ 70%（10%×7 回）(70%)/Final Report(30%) 

【変更前】筆記試験(Written Exam)60%, 平常点(In-class Points)40% (Assignments40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

None 

 

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 

 

Students will understand in a calm manner the international news that arrives daily, and develop the ability to have their own 

perspective. 

 

授業の内容（Course Contents） 

米中の貿易戦争、北朝鮮の核開発、トランプ政権の暴走、欧州の混乱、中東情勢の緊迫化など、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。 

 

The world is turbulent, with issues such as the US-China trade war, North Korea's nuclear development, the Trump regime 

recklessness, turmoil in Europe, and tensions in the Middle East . We will unravel the current situation by going back in history a 

little earlier. We will welcome proactive questions from students. 

 

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. 宗教が世界を動かす 

7. トランプ政権はなぜ生まれたか 

8. アメリカはどんな国か 

9. ベトナム戦争とＡＳＥＡＮ 

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） 

レポート試験(Report Exam)(100%) 

成績評価は厳しいので、安易な履修は勧められない。<BR>【変更前】筆記試験(Written Exam)100%、筆記試験で評価する。持ち

込み可とする。 

 

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)） 
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注意事項（Notice） 

本科目は、担当教員の実務経験、または実務に従事するゲスト・スピーカーの招聘講義等を活かした授業である。 
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■FB151 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

異文化コミュニケーションを考える 

（Exploring Intercultural Communication） 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
国際社会と平和構築のディレンマ 

担当者名 

（Instructor） 
石井 正子（ISHII 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） 
CMP2200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

国際社会の平和構築に関するアプローチを理解できるようになる 

国際社会における平和構築に関わる様ざまなアクターについて理解できるようになる 

国際社会の紛争地に対する支援や介入のディレンマを考察できるようになる 

 

This course aims to analyze the international society's various approaches towards peacebuilding, including the actors involved 

in peacebuilding and dilemmas in humanitarian assistance and intervention in conflict-affected areas. 

 

授業の内容（Course Contents） 

本講義では、武力紛争をどのように平和に導くか、武力紛争で破壊された社会をどのように復興・開発させるのか、そのために国

際社会はどのような協力ができるのか、という課題について考察します。 

第 I部において、冷戦後の安全保障に関する新しい概念、および紛争地の平和構築に関わる様々なアクターなどを導入します。

第 II部においては、冷戦後に新しい役割を担うことになった国連 PKO のディレンマ、第 III部では、人道支援や平和構築支援に

大きな役割を果たすことになった国際 NGO のディレンマについて考えます。第 IV部では、具体的な事例に即してこれらのディレ

ンマについての考察を深めます。 

 

The course introduces 1) the security regime during the Cold War and the post Cold War era, 2) the new roles of the PKO in 

the post-Cold War era, and 3) the roles of international NGOs in providing humanitarian assistance. The last part of the course 

uses the cases of Sri Lanka and Myanmar to try to understand the dilemmas of humanitarian assistance and intervention in 

conflict-affected areas.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入 

2. 冷戦前の安全保障体制 

3. 冷戦後の安全保障体制の変化１ 

4. 冷戦後の安全保障体制の変化２ 

5. 冷戦後の紛争と平和構築のディレンマ：国連 PKO を中心に 1 

6. 冷戦後の紛争と平和構築のディレンマ：国連 PKO を中心に 2 

7. 冷戦後の紛争と平和構築のディレンマ：国連 PKO を中心に 3 

8. 人道支援／平和構築支援における非国家主体 

9. 人道支援における民軍関係 

10. スリランカ内戦後の平和構築１ 

11. スリランカ内戦後の平和構築２ 

12. ロヒンギャに対する人道支援１ 

13. ロヒンギャに対する人道支援２ 

14. まとめ 

 

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

毎回の授業で指示します 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

講義毎のリアクション・ペーパー(100%) 

【変更前】筆記試験(Written Exam)100% 

 

テキスト（Textbooks） 

特にありません。 

 

参考文献（Readings） 
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授業時に適宜紹介します 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

リアクション・ペーパーを不定期に実施します 

 

注意事項（Notice） 

本科目は、担当教員の実務経験、または実務に従事するゲスト・スピーカーの招聘講義等を活かした授業である。 
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■FB152 

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 

(Palestine Issues Past and Present) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
世界の矛盾はこの地に集約される 

担当者名 

（Instructor） 
金子 由佳(KANEKO YUKA) 

学期 

（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） 

パレスチナ人・イスラエル人の置かれている現状を理解すること。そこから、国際政治の一端を理解すること。 

 

Students will understand the current situation of Palestinians and Israelis. From there, students will understand one part of 

international politics.   

 

授業の内容（Course Contents） 

世界で最も解決するのが難しい紛争の一つと言われる、「パレスチナ－イスラエル問題」。70 年以上も問題が解決されないのは

なぜでしょうか？ 

社会的、歴史的背景を紐解きながら、戦争について、宗教について、正義について、国際政治について、多角的に考える機会を

作りたいと思います。講師は 2012 年 8 月～2017 年 2 月までパレスチナ自治区で国際協力 NGO職員として活動していました。

東エルサレムに住みながら、ガザ地区と西岸地区で子どものための保健事業を実施。ガザには 100 回程訪れています。歴史だ

けにとらわれない、パレスチナの今を知りたい方、国際協力に興味がある方、宗教に興味がある方、是非受講してみてください。 

 

The "Palestinian-Israeli problem" is said to be one of the most difficult disputes to solve in the world. Why has the problem not 

been solved for over 70 years? I would like to create an opportunity for students to think from multiple perspectives about war, 

religion, justice, and international politics while unraveling the social and historical backgrounds. The lecturer worked as an 

international cooperation NGO staff member in the Palestinian territories from August 2012 to February 2017. He implemented 

a health project for children in Gaza and the West Bank while living in East Jerusalem. He has visited Gaza more than 100 

times. If you are interested in present-day Palestine, in international cooperation, or in religion, rather than just history, please 

take this course.   

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション：パレスチナ問題の概要と自己紹介 

2. ユダヤ人とパレスチナ人：古代から現代まで 

3. 反ユダヤ主義（ホロコースト）とシオニズムの高まり 

4. イスラエルの建国とパレスチナ人の民族浄化：2 つの正義？ 

5. 現在も続くパレスチナのナクバ（大厄災-NAKBA1948） 

6. ４回の中東戦争から見えてくる真実：占領と欺瞞と 

7. 聖地エルサレムより、アメリカのユダヤロビーへ 

8. 平和の象徴、オスロ合意を検証する 

9. ベルリンの壁より遥かに長いイスラエルの分離壁 

10. 国際法からの考察と人々の抵抗：スムードの形 

11. 死海から見るパレスチナ経済と国際援助：援助は占領を固定化するのか？ 

12. ガザは２０２０年に住めなくなる！！！ 

13. テロとはなにか？イスラムフォビアへ一石を投じる 

14. まとめ、パレスチナのこれからを考える 

 

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

復習をするとより良く学べますがマストではありません。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(50%)/出席および授業態度(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 臼杵陽、2013、『世界史の中のパレスチナ問題』、講談社現代新書 (ISBN:978-4-06-288189-0) 

 

参考文献（Readings） 
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1. ミーダン、2010、『鏡としてのパレスチナーナクバから同時代を問う』、現代企画室 (ISBN:978-4-7738-1007-3) 

2. 高橋宗瑠、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 (978-4-87798-597-4 C0036) 

3. 松山健二、2008、『武力紛争法とイスラエル・パレスチナ紛争』、大学教育出版 (ISBN:978-4-88730-811-4) 

4. 清田明宏、2019、『ガザの声を聴け！』、集英社新書 (978-4-08-721076-7 C0230) 

5. イラン・パペ、2017、『パレスチナの民族浄化: イスラエル建国の暴力』、法政大学出版局 (ISBN:978-4-588603501) 

6. ジョン・J・ミアシャイマー他、2007、『イスラエル・ロビーとアメリカの外交政策』、講談社 (ISBN:978-4-06-214009-6) 

適宜紹介します。時事ネタも扱います。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

英語： OCHA https://www.ochaopt.org/、UNRWA https://www.unrwa.org/ 

 

注意事項（Notice） 

本科目は、担当教員の実務経験、または実務に従事するゲスト・スピーカーの招聘講義等を活かした授業である。 
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■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） 
「社会」をどのように捉えるべきか－思考と議論－ 

担当者名 

（Instructor） 
岡部 桂史(OKABE KEISHI) 

学期 

（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） 

本授業の目的は，現在の日本社会を形成している「キーワード」について，思考し，議論することを目的としています。本授業を通

して，日本社会の「現在」と「未来」を見通すための共通のプラットフォームを構築したいと考えています。本授業の目標は，受講

者が日本社会を取り巻く様々な問題について，根拠に基づいて考え，他者と建設的な議論を行えるようになることです。 

 

The purpose of this class is to think and discuss the "keywords" that make up the current Japanese society. Through this 

class, we hope to build a common platform for seeing the "present" and "future" of Japanese society. The goal of this class is 

to allow students to think about various issues in Japanese society based on evidence and to have constructive discussions 

with others. 

 

授業の内容（Course Contents） 

授業では受講者を 5 名程度のグループに分け，発表班（各２グループ）による各テーマのプレゼンテーションを行い，発表班の考

えた各テーマに関する「問い」に基づき，ディスカッションを行います。発表班の「問い」は，ディスカッションを有意義に進められる

ものが求められます。また，発表班以外の参加者も，事前に各回の該当部分のテキストを読み込み，各テーマについて，自身の

考え・立場を明確にしておく必要があります。自身の考え・立場は，単なる「思いつき」では有意義な議論になりません。きちんとし

た根拠を踏まえて，自身の考え・立場を考える必要があります。 

 

In class, students are divided into groups of about 5 students. Presentation groups (2 groups each) will give presentations on 

each theme. After that, students will discuss based on "questions" on each theme that the presentation group considered. The 

“questions” of the presentation group are required to be able to conduct discussions meaningfully. Also, other students need to 

read the text of the relevant part of each time in advance. Students need to clarify their ideas and positions for each theme.A 

student's thoughts and positions are not meaningful discussions if they are merely “shallow thoughts”. It is necessary to 

consider your own thoughts and positions based on proper grounds. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス－「反知性主義」への抵抗－ 

2. 図書館ガイダンス－情報検索講習会－ 

3. テーマ「GDP」－「社会のよさ」とは何だろうか－ 

4. テーマ「勤労」－生きづらさを加速させる自己責任の社会－ 

5. テーマ「時代」－時代を分けることと捉えること－ 

6. テーマ「多数決」－私たちのことを私たちで決める－ 

7. テーマ「運動」－異議申し立てと正統性－ 

8. テーマ「私」－自分の声が社会に届かない－ 

9. テーマ「公正」－等しく扱われること－ 

10. テーマ「信頼」－社会を支えるベースライン－ 

11. テーマ「ニーズ」－税を「取られるもの」から「みんなのたくわえ」に変える－ 

12. テーマ「歴史認識」－過去をひらき未来につなぐ－ 

13. テーマ「公」－「生活の場」「生産の場」「保障の場」を作りかえる－ 

14. テーマ「希望」－「まだ－ない」ものの力－ 

 

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

事前に授業計画を参考にテキストの該当章を読み，各章末の参考文献を参考にして図書館等でテーマについて調べておけば，

理解がさらに深まる。また，政治・経済・歴史の知識に不安のある学生は，高等学校レベルの政治経済・世界史・日本史の教科

書・参考書に目を通しておくと良い。その他，必要に応じて Blackboard 等により指示をする。  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業参加度(30%)/プレゼンテーション(35%)/ディスカッション(35%) 
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テキスト（Textbooks） 

1. 井手英策ほか、2017、『大人のための社会科－未来を語るために－』、有斐閣 (ISBN:9784641149205) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

【授業形態】ゼミナール形式。 

【課題に対するフィードバック】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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■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） 
宗教社会学入門 

担当者名 

（Instructor） 
小池 靖(KOIKE 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） 
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） 

現代社会における宗教現象について理解を深める。全学部学生に対し開かれた、宗教社会学の入門的なゼミナールを目指す。 

 

Students will deepen their understanding of religious phenomena in modern society.  This class aims to be an introductory 

seminar on sociology of religion, open to all undergraduate students. 

 

授業の内容（Course Contents） 

現代宗教社会学に関する基礎的な文献を輪読したあと、各自のテーマを決め、パワーポイントによる発表をおこない、最終レポ

ートを作成する。 

 

After reading the basic literature on modern sociology of religion, each student decides on his or her own topic, makes a 

presentation in PowerPoint, and submits a final report. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 全体案内・自己紹介 

2. 日本の宗教 

3. 新宗教 

4. 社会問題化する宗教 

5. スピリチュアル・ブーム 

6. 葬墓文化 

7. 政治と宗教 

8. 宗教社会学の方法 

9. 個人発表１ 

10. 個人発表２ 

11. 個人発表３ 

12. 個人発表４ 

13. 個人発表５ 

14. 個人発表６ 

 

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） 

発表／レポート(70%)/その他の要素（出欠、リアクションペーパー、授業への貢献度など）(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 高橋ほか編著、2012、『宗教と社会のフロンティア』、勁草書房 

 

参考文献（Readings） 

随時指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

諸注意 

https://ykoike.hatenablog.com/entry/2018/09/12/232738 

 

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） 

政治思想の基礎概念について学ぶ 

(Introduction to the study of key political ideas) 

担当者名 

（Instructor） 
松田 宏一郎(MATSUDA KOICHIRO) 

学期 

（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） 

政治について考え、論じるために基礎となる概念について学び、概念の分析、それを用いた討論およびライティングの能力を伸

ばすことを目的とする。 

 

This course introduces students to studying and debating about key political concepts. Students will develop and extend their 

skills in conceptual analysis, argument, and writing. 

 

授業の内容（Course Contents） 

政治において鍵となる概念、特に自由、平等、基本的人権、民主主義といった基礎的かつ重要な概念の意味、歴史的変遷、現代

的用法について学ぶ。履修者は授業で指定された文献を読み積極的に討論に参加することを求められる。 

 

This course introduces key concepts and ideas underpinning contemporary politics including liberty, equality, fundamental rights, 

and democracy. These concepts' functions in our daily life will be examined, and students will be required to read assigned 

materials and participate actively in the discussion. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業の狙いと構成 

2. 「自由」の概念（1） 

3. 「自由」の概念（2） 

4. 「平等」の概念（1） 

5. 「平等」の概念（2） 

6. 「人権」の概念（1） 

7. 「人権」の概念（2） 

8. 「民主主義」の概念（1） 

9. 「民主主義」の概念（2） 

10. 理性的な政治的討論とはどのようなものか（1） 

11. 理性的な政治的討論とはどのようなものか（2） 

12. 合理的決定と民主的決定は同義か（1） 

13. 合理的決定と民主的決定は同義か（2） 

14. まとめと総合討論 

 

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

授業で読むべき文献を指示するので、それを準備として読み、内容を整理して理解しておき、授業での討論に活かす準備をす

る。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(40%)/授業内での討論(30%)/課題文献に関する理解を試す質問への答え(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

政治の基礎概念について読むべき文献の抜粋を初回の授業で配布する。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

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

 

Students will be able to correctly understand bookkeeping and financial statements. First, students will understand the basic 

structure of bookkeeping. Second, students will become able to read prepared financial statements correctly. Third, we would 

like to deepen students' understanding of accounting by discussing the role of accounting today. 

 

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。 

 

This course will be divided into the following first half and second half. 

In the first half, learning will focus on practice questions to master double-entry bookkeeping. In the second half, we would like 

to broadly discuss the basic and important financial statements and provide an explanation of accounting standards and the role 

of accounting today. 

 

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 
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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 

 

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。 

 

In this course, we aim to deepen students' understanding of the complex issues found in all parts of the world, such as "war, 

media and popular culture" while taking up the theme of media use in Japanese colonial lands and occupied territories during 

the Second World War. 

 

授業の内容（Course Contents） 

本科目では、戦時期の日本とその占領地に焦点を当てて、日本のメディア・文化政策について具体的な歴史資料を用いて検討を

行う。戦争とメディアと大衆文化の結びつきは第一次世界大戦以降、現代にいたるまでそのかたちを変えつつも、深化している。

特に音声や図像、映像などの非文字史料はその「わかりやすさ」と訴求力ゆえに多用されてきた。本科目では、非文字史料の批

判的解釈を実際に行っていく作業を通じて、戦争・メディア・大衆文化の結びつきの深さ、また日本と占領地の文化的相互理解の

問題について、理解を深めていく。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くとともに、受講者とともに資料を検討することで、メディアを読み解くスキルを広げていく。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。 

 

This course focuses on Japan during the war and its occupied territories and examines Japan's media and cultural policy using 

specific historical data. The connections between war, media and popular culture have deepened since the First World War, 

changing its form to the present day. In particular, non-text materials such as voice, images, and video have been used 

extensively because of their "easy-to-understand" aspect and appeal. In this course, we will deepen students' understanding of 

the depth of ties between war, media and popular culture, and the issue of mutual cultural understanding between Japan and 

occupied territories through the work of actually making critical interpretations of non-literature materials. Besides, we will 

invite four guests as examples of media culture policy research. In addition to learning various perspectives on war, media, and 

popular culture, we will expand the skills required to read and understand media by examining materials with students. Finally, 

students will create reports on war and media according to their interests. The materials to be handled will be selected based 

on the students' interest. Also, the schedule may be changed at the guests' convenience. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクションおよびメディア論への導入 

2. 文献についての検討：戦時メディア論 

3. 文献についての検討：帝国日本のメディアと文化 

4. 文献についての検討：日本人の占領体験 

5. 文献についての検討：メディア政策 

6. ゲストによる事例研究の紹介と資料の検討 1：戦時期非文字資料の現状と公開状況について 

7. ゲストによる事例研究の紹介と資料の検討 2：映画 

8. ゲストによる事例研究の紹介と資料の検討 3：音楽 

9. ゲストによる事例研究の紹介と資料の検討 4：図像資料 

10. 資料に関するグループ発表：図像資料(1)マンガ 

11. 資料に関するグループ発表：図像資料(2)美術 

12. 資料に関するグループ発表：音声資料 

13. 資料に関するグループ発表：映像資料 

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。 
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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） 

必要な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、2018、『新版 現代メディア史』、岩波書店 (ISBN:978-4000289207) 

2. 佐藤卓己、2018、『ファシスト的公共性――総力戦体制のメディア学』、岩波書店 (ISBN:978-4000612609) 

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) 

4. 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) 

5. 河西晃祐、2016、『大東亜共栄圏 帝国日本の南方体験』、講談社 (ISBN:978-4062586344) 

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。メディアを検討し

ていくには、単に社会学的な観点のみならず、歴史史料を批判的に読み解いていく歴史学的アプローチ、テクストを解釈していく

文学的アプローチ、権力についての深い洞察を行う政治学的アプローチ、人間の経済的営為を明らかにしていく経済学的・経営

学的アプローチ、メディアのテクノロジーについて考察する自然科学的アプローチなどさまざまな方法がある。参加者それぞれが

専門的学知をもって取り組むことを強く期待したい。 

 

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） 
台湾・中国・日本をとりまく諸問題 

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、台湾・中国・日本の政治、軍事、安

全保障、日中米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。 

 

Upon completion of the course, students will have a basic ability to analyze the issues of politics,military  and security in 

Taiwan, China and Japan, and Japan-China-US-Taiwan relations by utilizing their improved knowledge of a variety of issues in 

East Asia gained from the course. 

 

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する台湾・中国・日本を取り巻く諸問題を取り上げて解説し、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。時間配分は①前回のコ

メントペーパーの紹介と質問への回答 10 分、②当日の主題解説 40 分、③討論 40 分、④コメントペーパーの記述 10 分、を目安

とする 

 

This course provides detailed lectures on the issues of Taiwan, China and Japan that poses strong power in politics, economy 

and military in East Asia. The course is designed to spend more time on Taiwan-related issues and take a several types of 

activities, including discussion, case study and role-playing, to understand the issues from various aspects.  Each class 

includes: 1) Reaction and questions from previous class (10 mins), 2) Lecture (40 mins), 3) Activity (40 mins), and 4) Writing 

reaction paper (10 mins).  

 

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. 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。 

4. 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。 

5. 現代の台湾政治【３】 

蔡英文政権（2016-）の台湾政治と、2020 年の総統選挙・立法委員選挙を論じる。 

6. 中台関係 

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。 

7. 米台関係 

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. 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。 

9. 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。 

10. 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。 

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 2020 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 
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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） 

コメントペーパーの内容(30%)/セミナーへの積極的参加姿勢と発言内容(70%) 

3/4 以上の出席がない場合は成績評価の対象としない（担当者が認める特別の事情がある場合は除く）。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 防衛研究所、2017、『中国安全保障レポート 2017』、防衛研究所 (ISBN:9784864820462) 

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) 

 

参考文献（Readings） 

1. 防衛研究所、2018、『中国安全保障レポート 2018』、防衛研究所 (ISBN:9784864820592) 

2. 防衛研究所、2019、『中国安全保障レポート 2019』、防衛研究所 (ISBN:9784864820684) 

3. 防衛研究所、2019、『中国安全保障レポート 2020』、防衛研究所 (ISBN:9784864820769) 

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。 

『東亜』は財団法人霞山会ウェブサイトから一部がダウンロード可能。 

 

注意事項（Notice） 

本科目は、担当教員の実務経験、または実務に従事するゲスト・スピーカーの招聘講義等を活かした授業である。 
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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） 
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現状や関連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。 

 

Students will learn about the actual conditions of multiculturalization in the major metropolitan cities in the world and related 

policies. They will be encouraged to think from the perspective of global comparison. Students will acquire sociological thinking 

skills and critical analysis skills through reading, reporting, and discussion of multiculturalism and multicultural realities in 

different societies. 

 

授業の内容（Course Contents） 

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。 

 

Focusing on the reality of global urban spaces, we will try to compare the current state and future of multiculturalization. First, 

we will study the problems of ethnicity and minorities in modern society while learning modern sociological concepts such as 

difference, otherness, and identity, and so on. Following this, we will study the history and present state of multiculturalization 

of Western societies in North America and Australia. We will also investigate policies and practical examples related to 

multicultural co-living based on theoretical, political, and practical discussions on multiculturalism in recent years. Then, we will 

shift our perspective to the East Asia region, examine the current situation in Japan and Korea, and try to examine it while 

comparing it with the current situations in North America and Australia. 

 

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） 
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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) 

3. 関根政美、2000、『多文化主義社会の到来   』、朝日新聞社 (ISBN:402259750X) 

4. 宮島喬・石原進他、2019、『開かれた移民社会へ』、藤原書店 (ISBN:9784865782219) 

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) 

4. 加藤普章、2018、『カナダの多文化主義と移民統合』、東京大学出版会 (ISBN:9784130301640) 

5. 平田由紀江他、2019、『ソウルを歩く：韓国文化研究はじめの一歩』、関西学院大学出版会 (ISBN:9784862832856) 

その都度，紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

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） 
キャンパスの考現学ーいま・ここの価値を掘り起こす 

担当者名 

（Instructor） 
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） 
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） 

多様なひとが集うコミュニティとしての大学キャンパスの価値を、考現学の方法を用いて掘り起こす。 

 

The purpose of this course is unearth the value of university campus as a community where diverse people gather using the 

modernology approach. 

 

授業の内容（Course Contents） 

キャンパスもひとつのコミュニティであることをふまえ、考現学の方法を用いて、講義の中で次の１〜５のアクションを実施する。１

−きちんと出会う、２−場の共有（親密さの育成）、３−多側面からの相互理解、４ープロジェクトの計画と実施、５−振り返り。授

業を通し、いま・ここの価値を発見・創造することを目指す。 

 

Considering that a university campus is a community, implement actions 1 to 5 using the modernology approach. 1: formal 

meeting, 2: sharing of place (creating intimacy), 3: mutual understanding on multiple aspects, 4: project planning and execution, 

and 5: review. This course aims to identify and create the value of “now” and “here.” 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業目的とゴール、学びのプロセスの明示。教員と履修者の存在確認。 

2. 考現学について１：場所への眼差し 

3. 考現学について２：ひとへの眼差し 

4. 考現学について３：出来事への眼差し 

5. キャンパスの価値の探究１：スポットのピックアップ 

6. キャンパスの価値の探究２：マッピングと価値ある場所の可視化 

7. キャンパスの価値の探究３：キャンパスマップの作成 

8. キャンパスの価値の探究４：PR ポスターづくり（１）コンセプトの明確化 

9. キャンパスの価値の探究５：PR ポスターづくり（２）写真と広告コピー 

10. キャンパスの価値の探究６：PR ポスターづくり（３）作品講評 

11. キャンパスの価値の探究７：キャンパス紹介動画づくり（１）企画会議、ロケハン他 

12. キャンパスの価値の探究８：キャンパスの紹介動画づくり（２）企画会議、動画制作 

13. キャンパスの価値の探究９：キャンパスの紹介づくり（３）作品講評 

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） 

講義の場もまたコミュニティです。予習・復習は、講義で紹介する関連図書に目を通したり、ふだん足を運ばないキャンパス内の

各スポットを訪ねてみてください。 

 

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による振り返り(20%)/ワークの成果物および取り組み(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

＊新座キャンパスでの「キャンパスの価値発見」の同様の試みも紹介しつつ、授業を進めます。 
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注意事項（Notice） 
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■FB179 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

ＲＳＬゼミナール 

(Seminar for Senior Students of Rikkyo Service Learning) 

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） 

対面授業（詳細は

https://spirit.rikkyo.ac.jp/academic_affairs/common/SitePages/stuinfo21.aspx 掲載の

対面授業実施科目一覧を確認のこと） 

 

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。 

 

We will focus on the culture that forms the foundation of the society in which we live. In this course, we will review culture that 

is often overlooked in daily life, and students will practically learn about the significance and methods of rediscovering and 

rebuilding its value using specific examples. Ultimately, the aim is for students to establish and report on how they themselves 

relate to culture and society. 

 

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。 

 

In this course, we will take up lifestyle culture that has become the foundation of society. In addition to understanding the 

essential meaning that they have, in particular, we will aim to revive our sense of values by highlighting culture that has been 

overlooked and we will specifically consider how to promote the effectiveness of such culture to society. In this course, 

students will learn practically through talks and videos from guest speakers, group discussions, fieldwork and presentations, etc. 

in addition to lectures in order to understand various cultures in society. 

 

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） 

 何気ないものから「価値あるもの」を再発見する視点 

3. 文化の価値に気付く視点（2） 

 社会基盤としての文化とは 

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） 

 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） 

 文化再生と活用の実際 

8. 身の回りにある文化的価値の再発見（1） 

 文化的価値の再構築① 

9. 身の回りにある文化的価値の再発見（2） 

 文化的価値の再構築② 

10. 身の回りにある文化的価値の再発見（3） 

 文化的価値を伝えるということ① 

11. 身の回りにある文化的価値の再発見（4） 

 報道の現場から見た文化 

12. 身の回りにある文化的価値の再発見（5） 

 文化的価値を伝えるということ② 
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13. 身の回りにある文化的価値の再発見（6） 

 文化的価値を伝えるということ③ 

14. 身の回りにある文化的価値の再発見（7）／授業総括 

 文化的価値を伝えるということ④ 

 

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） 

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。 

※授業の 1 回分で、手仕事体験を行う予定である。その際の材料費（1,100 円程度）は授業内での実費徴収となるので、留意す

ること。 

 

注意事項（Notice） 
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■FB180 

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） 

リスクマネジメントの令和時代的意義を探る ～多彩な現場の最前線から、君たちが生

きぬくためのスキルを学べ～ 

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） 
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） 

日常のリスクを多面的に考察し、リスクをコントロールしつつ、豊かな人生を送るための教養と技能、そしてどのような状況にあっ

ても生き抜くスキルを獲得することを目的とする。 

 

This course aims to address everyday risks from multiple angles and to instill the culture and skills to live a rich life while 

controlling the risks as well as the skills to survive in any situation. 

 

授業の内容（Course Contents） 

大学において，様々な危機管理を扱う分野や、金融に特化したリスク（保険）等を扱う分野の専門的講義はあると思われるが、誰

でもが実際に遭遇する可能性が高い日常的なリスクを扱う学際的なリスクマネジメントの講義は少ない。本講義では、リスクの予

防や対処の論理を教育資源ととらえ、リスクマネジメントを多角的な視座でとらえ直すことをおこなう。 

 

また、科目担当者が 30 年の実践から導き出されたアクティブラーニング型の授業運営スタイル：ダイアログ（対話）を活用した学

び合いを駆使することにより、ゼミ形式における学びを深める。 

 

なお、科目担当者は救命法国際トレーナーでもあり、緊急事態の対応や予防安全の観点から専門的知見も提示する。 

 

While many universities offer courses that deal with various types of crisis management and financial-specific risks (insurance), 

few interdisciplinary risk management lectures deal with general risks. In this lecture, we will consider the logic of risk 

prevention and coping as an educational resource and rethink risk management from multiple perspectives. In addition, the 

instructor will deepen students' learning in the seminar format through dialogue. The instructor is also an international trainer in 

lifesaving law and will provide expert knowledge from the perspective of emergency response and preventive safety. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション・学び方の導入 

2. 私の“事故”紹介！ 

3. 判例検証＆裁判官ワークショップ 

4. 待ったなし！ 救急の現場から（ゲスト：救命法国際トレーナー） 

5. 台風・地震・水害…自然災害の現場から（ゲスト：災害支援 NPO） 

6. 緊急事態から身を守るためのダイアログワーク 

7. 中間まとめ 

8. こどもの人権が危ない！（ゲスト：こどもの居場所 NPO） 

9. 塀の中ではいったい？（ゲスト：少年院法務教官） 

10. 放射能汚染の真実とは！？（ゲスト：福島県の避難地区長） 

11. これでいいのか日本の民主主義？（ゲスト：政治家あるいは政治家秘書） 

12. 改めて法治社会を問う（ゲスト：弁護士） 

13. 全体ダイアログプレゼン 

14. 総括まとめ 

 

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 BLACK BOARD 上で行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

各回の授業後に提出するリアクションペーパー(40%)/プレゼンなど授業内の成果物(30%)/最終レポート(30%) 

【変更前】平常点(In-class Points)100% (各界の授業後に提出するリアクションペーパー40%,プレゼンなど授業内の成果物 30%,最

終レポート(Final Report)30%) 

 

テキスト（Textbooks） 
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なし 

 

参考文献（Readings） 

授業時に紹介する 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

科目担当者は泰阜村で実際に活動する上記 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

に通う。 

 

ゲストは現段階の予定なので、開講してから変更の可能性あり。 

 

ダイアログ主体の授業を貫くルールは、「参画」と「自己決定」。自分で考えて、自分で動いて参加すればするほど、楽しくなり、学

びが大きくなる授業。持ってくるものは「やる気」。 

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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■FB182 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 
持続可能な地域創生と人づくり 

担当者名 

（Instructor） 
阿部 治(ABE 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） 
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） 

持続可能な地域づくりの現状と課題・方法などを学ぶことで持続可能な地域づくりに主体的に参加する能力を育む。 

 

This course aims to foster the ability to independently participate in sustainable regional revitalization by learning the current 

situation, issues, and methods of sustainable regional revitalization. 

 

授業の内容（Course Contents） 

課題先進国日本の象徴である少子高齢化・過疎化が進行する中、持続可能な地域創生の取り組みは喫緊の課題である。本講

義では持続可能性の視点から日本の課題を俯瞰した後に、学外のゲスト講師から多様な地域創生の取り組み並びに地域創生

の担い手である人づくりについて最先端の知見を紹介する。毎回、講師と受講生、並びに受講生間での活発な討論を行う。 

 

As Japan's declining birthrate, aging, and depopulation progresses, sustainable regional revitalization is an urgent issue. In this 

lecture, after giving an overview of Japan's issues from the perspective of sustainability, guest lecturers will introduce cutting-

edge knowledge on various regional revitalization initiatives and the development of human resources who are responsible for 

regional revitalization. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 持続可能な社会の視点からみた現代社会 

2. 持続可能な地域づくりと人づくり：ESD(持続可能な開発のための教育） 

3. 地域をつくる学びの場（１） 対馬市 

4. 地域をつくる学びの場（２） 飯田市 

5. 地域をつくる学びの場（３） 霞ヶ浦流域 

6. 地域をつくる学びの場（４） 自然学校 

7. 学校を生かした地域づくり（１） SDGs（国連持続可能な開発目標） 

8. 学校を生かした地域づくり（２） SDGs 

9. 学校を生かした地域づくり（３） ESD 

10. 学校を生かした地域づくり（4） ESD 

11. 企業との連携による地域づくり 

12. 政府による地方創生の取り組み 

13. 海外における持続可能な地域づくりと人づくり 

14. まとめ：持続可能な地域づくりに主体的に参加していくために 

 

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

新聞やネットなどを通じて、興味のある持続可能な地域づくりについての情報を収集・整理し、本講義の中で発表できるように準

備をする。 

 

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(30%)/授業内レポート(20%) 

10 回以上の出席者のみ評価の対象とする 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 阿部治、2017、『ESD の地域創生力』、合同出版 (ISBN:978-4-7726-1315-6) 

テキスト以外の資料は随時配布する 

 

参考文献（Readings） 

1. Think the Earth、2018、『未来を変える目標 SDGs アイディアブック』、紀伊国屋書店 (ISBN:978-4-87738-513-2) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

講師と受講生の間、さらには受講生どうしで活発な討論を行うので、受講生の積極的な参加が期待されている 
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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) 

担当者名 

（Instructor） 
武田 珂代子(TAKEDA KAYOKO) 

学期 

（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） 

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。 

 

Through examination of the practice of translation and interpreting in various aspects of contemporary society such as 

diplomacy, conflict, justice, welfare, healthcare, literature, film, business, and technology, students will deepen their 

understanding of communication across languages and cultures in a globalized world. 

 

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。 

 

We will examine various aspects of communication across languages and cultures in a globalized world, and the role of 

translators and interpreters as mediators of such communication through lectures by guest speakers and in-class discussions. 

In addition to relatively visible forms of translation in the field of literature and film, we will focus on a range of topics, including 

court interpreting, healthcare interpreting, sign language interpreting, and machine translation. We will also discuss how to 

become effective users of translation and interpreting services and technologies. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. ビジネス通訳 

3. 司法通訳 

4. 医療通訳 

5. 手話通訳 

6. スポーツ通訳 

7. 視聴覚翻訳 

8. 字幕翻訳 

9. 翻訳書の出版 

10. 文芸翻訳 

11. 産業翻訳 

12. 機械翻訳と翻訳ツール 

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。 
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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） 

本科目は、担当教員の実務経験、または実務に従事するゲスト・スピーカーの招聘講義等を活かした授業である。 
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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) 

学期 

（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。 

 

Through listening to the career of the president of Rikkyo University alumnus, each student will have the opportunity to think 

specifically about their own career development and re-acknowledge the way that they learn and spend time at university. 

 

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。  

 

As an active president, we will invite the president of Rikkyo University alumnus, who is currently involved in company 

management to speak about various issues such as how he spent his university days, how he started his company, the 

difficulties of company management, what kind of human resources are needed for the future society, and how should students 

learn during their college years, and to communicate his frank ideas to students as a senior at Rikkyo University. In addition, 

rather than one-sided lectures, we will develop the classes in an interactive format so that students can actively discuss and 

exchange ideas with the president.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 本講義のガイダンス（井田純一郎・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 （和田成史・株式会社オービックビジネスコンサルタント社長） 

8. 社長の履歴書 7 （岸上克彦・アサヒ飲料株式会社社長） 

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？（井田純一郎・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） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/出席・発言・リアクションペーパー(40%) 

【変更前】筆記試験(Written Exam)60%, 平常点(In-class Points)40% (出席・発言・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)） 
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毎回の授業を、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、登壇

予定の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） 

本科目は、担当教員の実務経験、または実務に従事するゲスト・スピーカーの招聘講義等を活かした授業である。 
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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) 

学期 

（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） 

グローバル都市としてのソウルへの知的な探求を目的とする．ソウルについての情報提供とともに, 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、文化学的なな知見と視座を身につける． 

 

The aim of this course is an intellectual exploration of Seoul as a global city. Students will acquire sociological and cultural 

knowledge and views on how to study its society and culture. 

 

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観察するために、様々な場所を訪れながら, 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. , ソウル広場・光化門広場, 北村, 鐘

路, 新村, 弘大, 明洞, 江南, 梨泰院といった観光スポットとしても馴染みのある場所を訪れ, 「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.  

 

In order to observe the phenomena in Seoul as a global city, we will explain the background and current situation while visiting 

various places in Seoul. We will present theoretical frameworks in order to analyze social and cultural phenomena in Seoul. In 

each class, we will visit a specific place in Seoul, take up the remarkable phenomena there, and introduce our approach to 

research and analysis. We will take up familiar places as tourist spots such as Seoul Square and Gwanghwamun Square, 

Bukchon, Jongno, Sinchon, Myeong-dong, Gangnam, Itaewon, and Daerim-dong, etc, and introduce sociological themes such as 

natinaliam, democracy, tradition, popular culture, gentrification, foreign workers/immigrants, multiculturalization, social exclusion, 

poverty/disparity, gender, and cultural capital. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション, 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 

2. ソウル広場と光化門広場：ナショナリズムと民主主義 

3. ガンナム（江南）：Gangnam Style（Psy）から考える 

4. シンチョン（新村）とホンデ（弘大）：大学の街とジェントリフィケーション、そしてバスキング（路上ライブ） 

5. チョンダムドン（淸潭洞）：韓流ドラマのロケ地巡礼 

6. 多文化都市としてのソウル：世界のメトロポリタンとの比較の視点から 

7. イテウォン（梨泰院）：基地村から多文化な街へ 

8. 大林洞：中国朝鮮族の街で多文化化とアイデンディティを考える 

9. 龍山、東部二村洞：ソウルのリトルトウキョウ 

10. ソレマウル：ソウルのフレンチ村 

11. ソウル（文化）駅：文化遺産の社会学 

12. インサドン（仁寺洞）と（ブッくチョン）北村：創られる伝統 

13. 明洞：ツーリズムの視点から考える 

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） 
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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. 平田 由紀江, 山中 千恵、2019、『ソウルを歩く: 韓国文化研究はじめの一歩』、関西学院大学出版会 (ISBN:4862832857) 

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)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FB187 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

新旧古典で解きなおす現代アメリカ 

(American Society Now through Canons) 

担当者名 

（Instructor） 
松原 宏之(MATSUBARA 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） 
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） 

アメリカ合衆国社会を論じた新旧「古典」の再読を通して、現代アメリカ像を獲得する。 

 

Reading four classics of American studies, students have and renew the whole view of the United States society.  

 

授業の内容（Course Contents） 

新旧古典を多分野の研究者によって読みなおす計４ユニットで、現代アメリカ理解の刷新と拡張を図る。 

 

ユニット①は、独立宣言と合衆国憲法を読みなおす。アメリカ合衆国のオリジナル・デザインであるこのふたつのドキュメントは、

独立後もくりかえし参照され、読みなおされてきた。政治思想史の石川敬史とともに検討する。 

 

ユニット②は、トクヴィル『アメリカのデモクラシー』（1835-1840）をあつかう。社会史の大泉惟と政治文化史の松原宏之とで、民主

制が危機に瀕する現代の政治学に照らすだけでなく、NPO にも通じる草の根のダイナミクスを考える社会学の見地からも検討し

たい。 

 

ユニット③グリフィス監督の『国民の創生』(1915)は歴史学なしに論じ得ず、現代的な人種主義研究と結ばれるが、同時に、映画

をはじめとする諸メディアの文学、社会学を要請する。白人性論を展開する鈴木俊弘をむかえて討議する。 

 

ユニット④であつかうヴァンス『ヒルビリー・エレジー』（2016）は、トランプ的なものを支持する人びとの生態を浮き彫りにする。アパ

ラチアから中西部にいたる地域社会の研究は、アメリカを社会的・地理的多様性でとらえる糸口ともなる。ヴァンス一家の異様と

もみえる生態はジェンダー論や文化人類学の観点なしにも理解できない。文化研究の関口洋平をむかえる。 

 

Students read and examine four new and old “classics” of American studies. The first set of texts is the Declaration of 

Independence and the Constitution of the United States. The second text is Tocqueville's _Democracy in America_. The third 

session deals with an acclaimed film _The Birth of a Nation_. In final sessions, students read Vance, _Hillbilly Elegy: A Memoir of 

a Family and Culture in Crisis_ 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 独立宣言と合衆国憲法を読む１ 

3. 独立宣言と合衆国憲法を読む２ 

4. 独立宣言と合衆国憲法を読む３ 

5. トクヴィル『アメリカのデモクラシー』（1835-1840）を読む１ 

6. トクヴィル『アメリカのデモクラシー』（1835-1840）を読む２ 

7. トクヴィル『アメリカのデモクラシー』（1835-1840）を読む３ 

8. グリフィス監督『国民の創生』(1915)を観る１ 

9. グリフィス監督『国民の創生』(1915)を観る２ 

10. グリフィス監督『国民の創生』(1915)を観る３ 

11. ヴァンス『ヒルビリー・エレジー』（2016）を読む１ 

12. ヴァンス『ヒルビリー・エレジー』（2016）を読む２ 

13. ヴァンス『ヒルビリー・エレジー』（2016）を読む３ 

14. 総括 

 

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

４テクストの精読を求める。適宜、関連資料を提示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(80%)/レスポンスペーパー(20%) 
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テキスト（Textbooks） 

1. トクヴィル、『アメリカのデモクラシー』、岩波文庫 

2. ヴァンス、『ヒルビリー・エレジー』、光文社 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

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) 

学期 

（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。 

 

To think about the citizen's possibilities as transformational agents of society by touching on of various citizen activities.  

 

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。

なお、授業の予定は下記の通りであるが、状況に応じて変更する場合がある。 

履修に際しては、以下の点に注意すること。 

1)本授業では戦後の多様な社会問題や市民活動を取り上げる。受講生が日本史・世界史の現代史や公民の基礎的知識（高校

教科書水準）を持っていることに加えて、今日的な問題について新聞等の報道に高い関心を持ち情報収集していることを前提と

する。ちなみに取り上げる予定のトピックは環境問題、フェアトレード、市民（特に若者）の政治参加、住民運動などである。 

2)受講生数などの状況をみながら、ロールプレイ、ワークショップ、資料読み合わせなどの多彩な手法の参加型授業を展開する

予定である。また、ゲストスピーカー等への質問の時間も確保する。受講生には授業に積極的に参加することを強く求める。 

 

In today's society where diversification and complexity are progressing, the activities of "citizens" who are relatively 

independent from the government and companies are becoming increasingly important. And the areas of citizen's activities are 

showing a wide spread from global to local.  In this course, we will examine citizens as the main agents who drive society, 

introducing the activities of researchers and citizen activists involved in various fields. Specifically, we will invite citizens who 

are active in fields and researchers who are deeply involved in such activities, as guest speakers, aiming to examine the 

possibilities of diverse citizen activities. 

 

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. 市民活動の経験に学ぶ(1) 

4. 市民活動の経験に学ぶ(2) 

5. 市民活動の経験に学ぶ(3) 

6. 市民活動の経験に学ぶ(4) 

7. 市民活動の経験に学ぶ(5) 

8. 市民活動の経験に学ぶ(6) 

9. 市民活動の経験に学ぶ(7) 

10. 市民活動の経験に学ぶ(8) 

11. 市民活動の経験に学ぶ(9) 

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. 社会の「問題」に気づくために 

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。各自必要に応じてしっかりと学ぶこと。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%) 
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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、ヘッドホンを外す、ゲームなど授業に関係ない行為は行わないなど、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。 

 

注意事項（Notice） 
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■FB189 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

現代社会の課題とその関わり方入門 

(An introduction to the challenges of modern society and how we engage it.) 

担当者名 

（Instructor） 
逸見 敏郎(HEMMI TOSHIRO) 

学期 

（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） 

 当授業は，自然災害の影響を受けやすく，超高齢社会に直面する我が国におけるこれからの課題を SDGs の 17 のゴールから

いくつかを選び，基礎的な概念理解とその最先端の取り組みについて理解を深める。 

 その際に社会的課題を知るために不可欠なメディアリテラシーについて，新聞メディアをもとに理解し，使いこなせるようになるこ

とをめざす。 

 

 これらをもとに，大学生として基礎的な学習成果に加え，持続可能な社会づくりに参画するにはどのような知識，技能，態度を

習得すべきかを各自が考え，行動することを目的とする。 

 

Using the framework of the SDGs, this class examines both Japan's challenges facing a super-aging society and its 

susceptibility to natural disasters. Students will also understand the media literacy required to obtain information based on 

newspaper media. Ultimately, we will consider what knowledge, skills, and attitudes should be acquired to participate in the 

creation of a sustainable society as a university student. 

 

授業の内容（Course Contents） 

 私たちが生活する現代社会は，急速に変化し，様々な課題が色々な場所や場面で見られる。そして，私たちはメディアをとおし

て社会の様々な事象，現実を知ることになる。しかしスマホでポータルサイトのニュース記事を読むだけで，社会的事象を知り，

理解したことになるのだろうか？示される現代社会の課題は事実なのだろうか？私たちがメディアを使いこなし，適切な情報を得

ていくためにメディアリテラシーを習得することは，現代社会で生活するうえで不可欠である。 

 

 また，世界規模の現代社会の課題は，2015 年国連総会にて採択され 2016 年から 2030 年までの国際目標となった

SDGs(Sustainable Development Goals)で 17 のゴールと 169 のターゲットとして示された。この SDGs を手がかりに，授業をとおし

ていくつかのゴールについて現状を知り，現代社会の課題について理解を深め，解決の方途を検討していく。 

 

この授業は，メディアリテラシーを含め，次の 3 つのパートから SDGｓについての理解を深める。そして自分自身が当事者性をも

ち周囲のローカルな課題と関わることによって，グローバルな課題解決にもつながることを理解し，身近な活動に参画することを

期待したい。 

 

(1)現実社会の情報を取り入れるためのメディアリテラシー：新聞メディアを中心に，メディアをどのように活用することができるの

かについて考察する。 

(2)SDGs の概要：17 のゴール 169 のターゲットのいくつかの項目について，up-to-date な状況をもとに検討する。 

(3)SDGs の事例：国内外の事例を実践家から報告してもらい，それをもとに自分の身近なところで可能な活動について考察する。 

 

各パートとも，最先端のトピックをゲストスピーカーにより講義していただき，教員間および受講学生との積極的ディスカッションを

展開したい。積極的な参加が期待される。 

 

This course will deepen the understanding of SDGs and help students understand that their own involvement in local issues can 

lead to global issues. The following three issues will be examined: (1) media literacy for incorporating real-world information, (2) 

an overview of SDGs, and (3) SDG case studies.   

 

授業計画（Course Schedule） 

1. メディアリテラシー①：「なぜニュースは大切なのか」 

2. メディアリテラシー②：「新聞の今」 

3. メディアリテラシー③：「デジタルメディアの今、日経電子版の製作現場から」 

4. メディアリテラシー④：「ファクトチェック、フェイクニュースをどう見抜くか」 

5. SDGs の概要と実際①：「SDGｓ概論」 

6. SDGs の概要と実際②：「ダイバーシティ（人材の多様性）」 

7. SDGs の概要と実際③：「ジェンダー平等・女性活躍・働き方改革」 

8. SDGs の概要と実際④：「環境・エネルギー」 
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9. SDGs の概要と実際⑤：「少子高齢化・過疎・働きがいのある経済成長」 

10. SDGs の概要と実際⑥：「まちづくり」 

11. SDGs の実践①：「実践事例①各国の事例をもとに」 

12. SDGs の実践②：「実践事例②ごみ拾い SNS開発・運営に携わって」 

13. SDGs の実践③：「実践事例③食を通しての地域創生-熊谷圏オーガニックフェスを事例に」 

14. 授業のまとめと総括ディスカッション 

 

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

授業期間中に限らず，新聞を読むこと。図書館を利用し，日経新聞と他の新聞を読み比べることもおこなってみること。 

特に自分の居住地の地域面の記事から何が地域の課題になっているか意識しておくこと。 

 

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の内容(20%)/授業内レポート(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業時に指示する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 立教大学 RSLセンター編、2017/2019、『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:9784779305306) 

その他，適宜授業時に指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

1)本科目は、日本経済新聞社の協力を得ている。兼任講師及びゲストスピーカーは，日経新聞編集委員等の高い専門性を有す

るジャーナリストであり，各トピックについての最前線の報告をしていただく。ゲストスピーカーの詳細は，初回授業時にアナウン

スする。 

2)「授業内レポート」の提出は，blackboard を利用するため，blackboard の操作に習熟しておくこと。 

 

注意事項（Notice） 

本科目は、担当教員の実務経験、または実務に従事するゲスト・スピーカーの招聘講義等を活かした授業である。 
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■FB190 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 
２０２０年東京オリンピック・パラリンピックを多角的に科学する 

担当者名 

（Instructor） 

松尾 哲矢(MATSUO TETSUYA) 

佐野 慎輔（SANO SHINSUKE ） 

学期 

（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） 

本授業は、2020 年東京オリンピック・パラリンピックを対象として、オリンピック・パラリンピックの意義と意味、医科学的な取り組

み、経済・社会・文化等への影響と課題を多角的に考究する。 

 

The purpose of this course is to study the significance and meaning of the Olympic and Paralympic Games, medical science 

initiatives and their impact on economics, society, culture, and various other issues about the 2020 Tokyo Olympics and 

Paralympics. 

 

授業の内容（Course Contents） 

本授業は、2020 年東京オリンピック・パラリンピックの大会関係者、指導者の招聘のみならず、オリンピック・パラリンピックをテー

マに研究している、あるいは本大会に造詣の深いゲスト・スピーカーに迎えて授業を展開する。各ゲストからの講義ののちに学生

との討議を通して理解を深める。本授業を通して、東京オリンピック・パラリンピックの意義と意味、可能性、課題等、本大会を深く

享受し、理解を深める方法を考究する。 

 

This course will be held not only by invitation of officials and leaders of the 2020 Tokyo Olympic and Paralympic Games, but 

also by guest speakers who are studying the theme of the Olympic and Paralympic Games or who are familiar with the Games. 

After lectures from each guest, we discuss with students to deepen their understanding. Through this lesson, students will 

explore ways to deepen their understanding of the significance and meaning, possibilities and challenges of the Tokyo Olympics 

and Paralympics. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 授業の問題意識 進め方 スケジュール 

2. 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現在的な動向 

3. オリンピック・パラリンピックの歴史的経緯と 2020 年東京オリンピック・パラリンピック開催の意義と課題 

4. 2020 年東京オリンピック・パラリンピックに向けた暑熱対策をめぐる科学的アプローチと取り組み 

5. 2020 年東京オリンピックに向けた選手養成の現在と期待－日本卓球界の動きと準備状況 

6. 2020 年東京オリンピック・パラリンピック選手のコンディションニングとサポート体制 

7. パラリンピアンの脳を科学する 

8. 経営・マーケティングからみた 2020 年東京オリンピック・パラリンピック 

9. 2020 年東京オリンピック・パラリンピックと AIの取り組みそして、AI×スポーツの近未来 

10. 2020 年東京オリンピック・パラリンピックをめぐる観光界の動向と課題 

11. ロンドン大会、リオ大会から学ぶこと、そして 2020 年東京オリンピック・パラリンピックで残すべきレガシーとは 

12. 2020 年東京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 

13. 2020 年東京パラリンピックのレガシーとしての共生社会について考える 

14. 2020 年東京オリンピック・パラリンピックに向けた課題と期待 

 

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。 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

１）授業全体を松尾哲矢（科目担当者）・佐野慎輔（兼任講師）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） 

本科目は、担当教員の実務経験、または実務に従事するゲスト・スピーカーの招聘講義等を活かした授業である。 
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■FB191 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

より良き隣人へ：日本植民地研究の最前線 

(To be a Better Neighbor:The Forefront of Japanese Colonial Study) 

担当者名 

（Instructor） 
湊 照宏(MINATO TERUHIRO) 

学期 

（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） 

日本植民地研究に関する、日本での通説および最新の論点のみでなく、アジア現地での通説および最新の論点について学ぶ。

学習を通じて、アジア近隣諸国・地域と日本との関係をさまざまな領域において歴史的に理解することを目標とする。 

 

Students will learn not only the prevailing theories and latest issues in Japan regarding Japanese colonial studies, but also the 

commonly accepted theories and latest arguments in Asia. The aim is for students to understand the relationships between 

Japan and its neighboring countries and regions in various fields through learning from a historical perspective. 

 

授業の内容（Course Contents） 

本授業では、最前線で活躍する日本植民地研究者を兼任講師・ゲストスピーカーに招き、戦前日本の対アジア関係に関する授

業を展開する。日本植民地研究の到達点と今後の展望を示したうえで、戦前の東アジアに出現した植民地帝国日本の構造や支

配の在り方を、経済・政治・社会・文化の面から再考する。 

 

In this course, we will invite Japanese colonial researchers who are active at the forefront as part-time lecturers and guest 

speakers, and offer classes on pre-war Japan-Asia relations. After presenting the achievements and prospects of Japanese 

colonial studies, we will reconsider the structure and control of colonial Japan that appeared in East Asia before the war from 

economic, political, social, and cultural aspects. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 植民地近代論 

3. 被支配者の主体性 

4. 戦後東アジア経済 

5. 技術移転  

6. 大東亜共栄圏  

7. ジェンダー・セクシュアリティ  

8. アジア経済史と植民地経済史 

9. 教育の制度と構造 

10. 医療・公衆衛生 

11. 日本在留朝鮮・台湾出身者 

12. 帝国主義研究の現在的意義 

13. 植民地の鉄道 

14. 記憶 

 

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

授業内容はテキスト内容に依拠します。毎回該当する章を読んでから授業に参加してください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業内レポート(100%) 

毎回の授業でレポートを課し、授業中に回収します。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 日本植民地研究会、2018、『日本植民地研究の論点』、岩波書店 

授業内容はテキスト内容に依拠します。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業計画に変更があれば、授業中にお知らせします。 



 

 - 385 - 

聴講中の態度が悪い学生は退室させます。 

 

注意事項（Notice） 
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■FB192 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

文化の居場所を考える 

(About the place for culture) 

担当者名 

（Instructor） 
中村 陽一(NAKAMURA 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） 
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） 

現代社会の課題が象徴的に浮き彫りになってきているオフィスや公園／広場などいわゆる「ビルディングタイプ」に焦点を当て、ソ

ーシャルシアター、哲学カフェ、シェアオフィス、ハウスグランピング、公共空間の開放的利用、などが担っていた文化的背景と、

それとは異なる空間デザインが登場した社会的変化、今後の可能性について、空間デザインと社会デザインの両面から明らかに

する。 

 

We will focus on so-called “building types” such as offices and parks/squares where the challenges of modern society are 

becoming symbolic, and clarify the cultural background provided by social theaters, philosophy cafés, shared offices, house 

glamping, and open use of public spaces, etc. In addition we will clarify other social changes and future possibilities in which the 

design of spaces has featured from the aspects of both space design and social design. 

 

授業の内容（Course Contents） 

授業計画に示すように、毎回異なるテーマについて、社会デザインと空間デザインの異なる価値観を取込む講義とする。具体的

には、あるビルディングタイプの運営者や実際の使い手、設計者、社会デザイン・空間デザインの研究者等が講師を務め、空間

やシステムの変容について多様な側面からの討議を行う。加えて、常に社会デザイン研究者が含まれることにより、伝統と２１世

紀の新しい社会デザインという異質な視点をも含みこんでいくこととする。文理融合型のテーマ設定をすることで、受講者の性

別、年齢、専門性を問わず、多層・多世代へ向けた講義となる。 

 

As shown in the course plan, the lectures will incorporate different values of social design and space design on different themes 

each time. Specifically, the operator of a certain building type, a real user, a designer, and a researcher of social design and 

space design will act as lecturers, and we will discuss various aspects of space and system transformation. In addition, by 

always including social design researchers, we will include the different perspectives of tradition and new social design in the 

21st century. By setting the theme of fusion of culture and science, we will provide multi-layered and multi-generational 

lectures for students of all genders, ages, and expertise levels. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ＜オリエンテーション＞変容する社会と空間のデザインーなぜ、今ビルディングタイプを考えるのか 

2. ビルディングタイプって何？ー100 分で分かるビルディングタイプの歴史 

3. 身近なビルディングタイプから考える（1）幼稚園／保育園ー2050年のこども達の育つのはどんなところ 

4. 身近なビルディングタイプから考える（2）シェアオフィスー”どこでもオフィス”は働き方をどう変えるのだろうか 

5. 変容するビルディングタイプ（1）居場所ーひとはなぜ、第三の居場所を求めるのか 

6. 身近なビルディングタイプから考える（3）商業施設ー21 世紀の商業空間はどこへ向かっているのだろう 

7. 身近なビルディングタイプから考える（4）ーお勉強から観光へ､文化施設の変容をたどる 

8. 変容するビルディングタイプ（2）複合公共施設ーなぜ複合施設が増えるのか 

9. 変容する社会とビルディングタイプ（3）災害復興ー人口縮減時代のまちの復興 

10. 身近なビルディングタイプから考える（5）カプセルホテルー日常化する移動に求められる拠り所のデザイン 

11. 変容するビルディングタイプ（4）移動ー現代版ノマドがまちとくらし方を変える 

12. 身近なビルディングタイプから考える（6）公園ー公園になぜカフェが増えるのか 

13. 変容するビルディングタイプ（5）オープンスペースーオープンスペースはどこまで計画できるだろうか？ 

14. ＜まとめ＞ビルディングタイプを超えてー21 世紀のビルディングタイプ 

 

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

授業時に必要に応じて指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(80%)/コメントペーパーの内容(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

テキストは指定しない。授業時にプリントを配布することがある。 
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参考文献（Readings） 

参考文献は多岐にわたるため、授業時に紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業以外に、関連する公開講演会、研究会、交流会等を行う予定。希望者は参加可能。詳しくは授業時に紹介する。なおこれら

の催しは、成績評価と一切関係はない。 

 

注意事項（Notice） 
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■FB194 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

大衆演劇の世界 

(World of Popular Theatre) 

担当者名 

（Instructor） 
細井 尚子(HOSOI 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） 
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） 

東アジアの大衆的な芸態（演劇・演芸・ショー・芸能など）を取り上げ、娯楽市場をサンプルに、「近代化」と「グローバル化」の相違

について考え、理解する。 

 

This course will focus on the popular arts of East Asia (theater, performing arts, shows, music, etc.). In this course we will take 

the entertainment market as an example to help students think about and understand the difference between "modernization" 

and "globalization". 

 

授業の内容（Course Contents） 

日本の近代化は、その手本である「西洋」に向かうという方向性をもつために、目標との距離によって評価されずに影を薄め、忘

れられていったものも多い。しかしグローバル化の影響が浸透するに従い、こうした忘れられたものが復活する現象がみられるよ

うになった。人々の日常生活の中にあった「行楽」としての大衆娯楽・大衆演劇もその内に含まれる。人々の身近な娯楽であり、

消耗品でもある大衆的な芸態を通じて、近世文化と近代文化、近代化とグローバル化、各々の属性と相違について考える。 

 

As modernization of Japan tends to imitate “The West“, thus many things of Modernization in Japan are unrecognized, ignored 

or even forgotten due to the great distance between modernization of Japan and its target. However, as the influence of 

globalization have become stronger, these forgotten things are returning. These things include popular entertainment and 

popular theater which are called "recreation" in daily life. Popular types of performance are an entertainment, as well as a 

consumer products in life of ordinary people during early modern and modern times. In this course we will think about 

differences between early modern culture and modern culture, and differences between modernization and globalization through 

popular art forms. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 5 月 2 日①中国の漫才とコント 

森平崇文・中野正昭・細井尚子 

2. 5 月 2 日②中国の喜劇 

森平崇文・中野正昭・細井尚子 

3. 5 月 2 日③日中のお笑い、喜劇の比較＋講師トーク・セッション、質疑応答 

森平崇文・中野正昭・細井尚子 

4. 5 月 16 日①喜劇・軽演劇――歴史と背景 

中野正昭・濱口久仁子・細井尚子 

5. 5 月 16 日②喜劇・軽演劇を読み解く 

中野正昭・濱口久仁子・細井尚子 

6. 5 月 16 日③喜劇・軽演劇の世界＋講師トーク・セッション、質疑応答 

中野正昭・濱口久仁子・細井尚子 

7. 5 月 23 日①女性演者による芸能史ー明治まで 

濱口久仁子・細井尚子 

8. 5 月 23 日②女優と少女歌劇の誕生と発展ー大正から 

濱口久仁子・春日宏美・細井尚子 

9. 5 月 23 日③松竹歌劇から見る西洋の「わたくし」化＋講師トーク・セッション、質疑応答 

濱口久仁子・春日宏美・細井尚子 

10. 6 月 20 日①音楽と演芸の間：吉本興業とはなにか 

輪島裕介・宮信明・細井尚子 

11. 6 月 20 日②道頓堀ジャズと服部良一：大大阪と大東亜 

輪島裕介・宮信明・細井尚子 

12. 6 月 20 日③労音とドドンパ：戦後大阪の大衆的教養主義＋講師トーク・セッション、質疑応答 
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輪島裕介・宮信明・細井尚子 

13. 7 月 11 日 日本の興行と娯楽市場―『松竹』を知る 

細井尚子・岡崎哲也・濱口久仁子 

14. 7 月 13 日講師トーク・セッション（総括）、質疑応答＋教場レポート 

細井尚子・岡崎哲也・濱口久仁子 

 

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

毎回教室で、適宜課題等指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業参加度(20%)/リアクションペーパー(40%)/教場レポート(40%) 

出席回数が 10 コマ以上ない場合、成績評価を出す対象としない。 

 

テキスト（Textbooks） 

適宜教室で資料を配布。 

 

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 1回 3 コマ集中（最終回 7/13 のみ 2 コマ）で行う。 

・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） 

本科目は、担当教員の実務経験、または実務に従事するゲスト・スピーカーの招聘講義等を活かした授業である。 
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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(Niiza) 

(The World Economy and Japan) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
グローバル化した世界の現状と課題 

担当者名 

（Instructor） 
小林 尚朗（KOBAYASHI NAOAKI） 

学期 

（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、転換期にある世界経済の現状と課題を学び、その仕組みを理解することが目標である。なお、この授業は経済や

国際関係の初学者を対象としている。 

 

This course aims to help students understand the current state and issues of the world economy in transition and to 

understand its mechanism. This course is for beginners in economics and international relations. 

 

授業の内容（Course Contents） 

この授業では、世界経済を理解するうえで必要な基礎知識について講義する。グローバル化した世界の現状、国際ルール、世界

と日本との関係について説明し、世界経済が抱える課題などを考察していく。 

 

In this course, students will learn the basic knowledge necessary to understand the world economy, including the current state 

of the globalized world, international rules, the relationship between the world economy and Japan, and issues facing the global 

economy. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 世界経済の現状、シラバスの確認、講義概要の説明 

2. グローバル化した世界 

3. 世界経済史－貧困史－ 

4. グローバル化が直面する諸問題 

5. 私たちの生活に欠かせない貿易－日本の貿易を中心に－ 

6. 多角的貿易システム－GATT・WTO などの国際ルール－ 

7. 拡大するサービス貿易－インバウンドからギグワーカーまで－ 

8. 知的財産権の保護と世界経済 

9. 公正な貿易とは－自由貿易とフェアトレード－ 

10. 外国為替相場と国際通貨体制 

11. 地域貿易協定とはなにか－FTA の本質－ 

12. 日本と東アジアの地域協力 

13. 米中貿易戦争と日本 

14. まとめ－世界経済の行方－ 

 

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

授業のいずれの回も今日の世界経済状況と深く関わっているので、授業内容の予習復習に加えて時事のニュースなどを調べる

こと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(50%)/感想文を含むリアクションペーパー(30%)/小テスト(20%) 

【変更前】筆記試験(Written Exam)60%, 平常点(In-class Points)40% (授業内のリアクションペーパー40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特定のテキストは使用しない。レジュメを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 小林尚朗・篠原敏彦・所康弘、2017、『貿易入門－世界と日本が見えてくる－』、大月書店 (ISBN:978-4-272-15042-7) 

その他、授業時や配布プリントなどで随時紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■FB402 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

日本国憲法                       新座(Niiza) 

(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。 

 

To understand the normative meaning of the provisions of the Constitution of Japan and the foundation of modern 

constitutionalism on which the Constitution was established. 

 

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。 

 

In this course, students will learn about the human rights clauses in Chapter III of the Constitution of Japan while referring to 

their historical background, intentions of the drafters, judicial precedents, and other materials as well as comparisons with 

foreign countries. 

 

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） 

レポート試験(Report Exam)(100%) 

【変更前】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、2019、『憲法１人権（第 7 版）』（有斐閣アルマ）、有斐閣 (ISBN:978-4641221277) 

2. 渋谷秀樹・赤坂正浩、2019、『憲法２統治（第 7 版）』（有斐閣アルマ）、有斐閣 (ISBN:978-4641221284) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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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(Niiza) 

(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。 

 

To understand the normative meaning of the provisions of the Constitution of Japan and the foundation of modern 

constitutionalism on which the Constitution was established. 

 

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。 

 

In this course, students will learn about the human rights clauses in Chapter III of the Constitution of Japan while referring to 

their historical background, intentions of the drafters, judicial precedents, and other materials as well as comparisons with 

foreign countries. 

 

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） 

レポート試験(Report Exam)(100%) 

【変更前】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、2019、『憲法１人権（第 7 版）』（有斐閣アルマ）、有斐閣 (ISBN:978-4641221277) 

2. 渋谷秀樹・赤坂正浩、2019、『憲法２統治（第 7 版）』（有斐閣アルマ）、有斐閣 (ISBN:978-4641221284) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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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(Niiza) 

(Modern Japanese society and human rights) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
近代日本における差別問題と人権―部落問題を軸に 

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。 

 

By looking back on the history of minorities in modern Japan while focusing on the Buraku problem, we will help students to 

acquire a "sensitivity toward others" and deepen their understanding of human rights issues. 

 

授業の内容（Course Contents） 

最も理解しにくいであろう部落差別問題を軸にしながら、明治維新から現代までの近現代社会の、アイヌ･沖縄・ジェンダー・ハン

セン病等の歴史を講義し、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。 

 

We will provide lectures on the history of the Ainu, Okinawa, gender, leprosy, etc. in modern society from the Meiji Restoration 

to the present, focusing on the problem of Buraku discrimination that will be most difficult to understand, and questioning the 

state of modern society in Japan. We want to deepen students' understanding of the subject while also including the viewing of 

movies, etc. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 部落問題とは何か 

3. 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 

4. 近代国家の成立と再編される身分 

5. 国民の境界とマイノリティ 

 被差別部落／沖縄／アイヌ  

6. 部落問題の「発見」―部落改善政策の開始 

7. 米騒動／人種平等／自力解放運動の成立 

8. アジア・太平洋戦争と動員される差別 

 ハンセン病／被差別部落／女性／植民地 

9. 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） 

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（２） 

11. 引きなおされる境界―帝国の解体／戦後からの出発 

12. 市民への包摂と排除 

13. ドキュメンタリー映画「人間の街―大阪／被差別部落」（1987 年）を読み解く 

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） 

予め指示したテキストの該当範囲を読み，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） 

1. 寺木伸明・黒川みどり、2016、『入門被差別部落の歴史』、解放出版社 (ISBN:ISBN:978-4-7592-4063-4) 

2020 年 7 月 31 日変更（変更理由：品切のため） 

【変更前】著者名：黒川みどり、書籍名：『近代部落史』、出版社：平凡社新書、出版年：2011 

 

参考文献（Readings） 
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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、2016、『創られた「人種」―人種主義と部落差別』、有志舎 

2020 年 7 月 31 日変更（変更理由：テキスト変更のため） 

【変更前】 参考文献 3 著者名：黒川みどり、書籍名：『入門被差別部落の歴史』、出版社：解放出版社、出版年：2016 

【変更後】 参考文献 3 削除、テキストに記載 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 

 - 398 - 

■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(Niiza) 

(Reconsidering Japan's 'Multicultural' Policy) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
自国中心主義を超えた多様な視点から 

担当者名 

（Instructor） 
小林 真生(KOBAYASHI 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） 

この科目は、立教大学平和・コミュニティ研究機構の提供科目のひとつである。日本の多文化政策の実情について、「移民社会」

「日本社会」「地方自治体」「日本政府」それぞれの視点から捉える能力を身に付けることを目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

21 世紀に入って以降、注目され続けている多文化社会が形成されるまでの経緯を「歴史」「それぞれのエスニックグループ」「日

本社会の認識」といった側面から捉え直した上で、政策上の変遷と課題を解説する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション：日本が移民社会となっている実例を紹介しつつ、この授業の意義や目的を解説する。 

2. 歴史：近代以降の日本がどのように海外からヒトや文化を反発と共に受け入れてきたのかを解説する。 

3. 多文化事例①：在日コリアン・ニューカマー韓国人の来日の経緯と実情について解説する。 

4. 多文化事例②：日系ブラジル人の来日の経緯と実情について解説する。 

5. 多文化事例③：フィリピン人の来日の経緯と実情について解説する。 

6. 多文化事例④：中国人の来日の経緯と実情について解説する。 

7. 多文化事例⑤：東南アジアや南アジアの人々の来日に至る経緯と実情について解説する。 

8. 多文化事例⑥：中東やアフリカの人々の来日に至る経緯と実情について解説する。 

9. 技能実習制度：10 万人規模で日本で暮らしながら「顔が見えない」技能実習制度の実情と政策課題について解説する。 

10. 対外国人意識：日本社会の外国人に対する意識の底流に何があるのかを解説し、その上で議論を通じた理解を深める。 

11. ヘイトスピーチ：東アジアの人々に対する嫌悪を露わにする一部の行動や、海外の事例などを解説し、その上で議論を通じ

た理解を深める。 

12. 多文化政策①：地方自治体の多文化政策への取り組みについて解説する。 

13. 多文化政策②：日本政府が全国一律で行う多文化政策への取り組み、及び課題について解説する。 

14. まとめ：本年度において注目された事例を紹介・解説し、その上で議論を通じた理解を深める。 

 

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） 

レポート試験(Report Exam)(50%)/授業参加度(30%)/リアクションペーパー(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 駒井洋監修・小林真生編集、2020、『変容する移民コミュニティ―時間・空間・階層』、明石書店 (ISBN:9784750350325) 

2020 年 7 月 7 日付変更（変更理由：テキスト変更のため） 

【変更前】著者名：長谷部美佳・受田宏之・青山亨編、書籍名：『多文化社会読本－多様なる世界、多様なる日本』、出版社：東京

外国語大学出版会、出版年：2016、ＩＳＢＮ：978-4904575536 

 

参考文献（Readings） 

1. 塩原良和、2012、『共に生きる－多民族・多文化社会における対話』、弘文堂 (ISBN:978-4335501241) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

【授業形態】 

・パワーポイントを使用した講義形式で、映像資料なども適宜活用する。 

・授業では学生への質問も活発に行うので、積極的な受講態度を期待する。 

 

【フィードバック】 

・リアクションペーパーについては，次回授業開始時にフィードバックを行う。期末レポートについては「立教時間」上にてフィード
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バックを行う。 

 

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(Niiza) 

(Saitama Studies) 

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） 

・Ｆ科目 

・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) 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

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(Niiza) 

(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） 

日本語 

(Japanese) 

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。 

 

To understand the normative meaning of the provisions of the Constitution of Japan and the foundation of modern 

constitutionalism on which the Constitution was established. 

 

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。 

 

In this course, students will learn about the human rights clauses in Chapter III of the Constitution of Japan while referring to 

their historical background, intentions of the drafters, judicial precedents, and other materials as well as comparisons with 

foreign countries. 

 

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） 

レポート試験(Report Exam)(100%) 

【変更前】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、2019、『憲法１人権（第 7 版）』（有斐閣アルマ）、有斐閣 (ISBN:978-4641221277) 

2. 渋谷秀樹・赤坂正浩、2019、『憲法２統治（第 7 版）』（有斐閣アルマ）、有斐閣 (ISBN:978-4641221284) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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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(Niiza) 

(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） 

日本語 

(Japanese) 

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。 

 

To understand the normative meaning of the provisions of the Constitution of Japan and the foundation of modern 

constitutionalism on which the Constitution was established. 

 

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。 

 

In this course, students will learn about the human rights clauses in Chapter III of the Constitution of Japan while referring to 

their historical background, intentions of the drafters, judicial precedents, and other materials as well as comparisons with 

foreign countries. 

 

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） 

レポート試験(Report Exam)(100%) 

【変更前】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、2019、『憲法１人権（第 7 版）』（有斐閣アルマ）、有斐閣 (ISBN:978-4641221277) 

2. 渋谷秀樹・赤坂正浩、2019、『憲法２統治（第 7 版）』（有斐閣アルマ）、有斐閣 (ISBN:978-4641221284) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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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） 
映画で学ぶ世界経済論 

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。 

 

Students will learn about the mechanisms and dynamism of the world economy that is changing dramatically, and develop a 

global economic sense and thinking. It will be assumed that the students are beginners with no knowledge of the economy. 

 

授業の内容（Course Contents） 

グローバリゼーションが進行する中で、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、幾つかの映画を取り上げて、世界経済論の基礎的な知識と考え方について講義す

る。 

 

In order to understand how closely the movement of the Japanese economy, and hence our lives, is connected with the 

movement of the invisible world economy as globalization progresses, we will take up some movies and provide lectures on the 

basic knowledge and ideas of world economics. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス～今、世界経済で何が起こっているのか 

2. 「おいしいコーヒーの真実」（マーク・フランシス、2006 年）の紹介と鑑賞 

3. 「おいしいコーヒーの真実」を通じて、国際貿易について学ぶ（1）資本主義経済と自由貿易体制 

4. 「おいしいコーヒーの真実」を通じて、国際貿易について学ぶ（2）自由貿易論の問題点 

5. 「おいしいコーヒーの真実」を通じて、国際貿易について学ぶ（3）平等・互恵の貿易体制を求めて 

6. 「インサイド・ジョブ」（チャールズ・ファーガソン、2010 年）の紹介と鑑賞 

7. 「インサイド・ジョブ」を通じて、国際金融について学ぶ（1）アメリカ資本主義と経済の金融化 

8. 「インサイド・ジョブ」を通じて、国際金融について学ぶ（2）金融グローバル化の進展 

9. 「インサイド・ジョブ」を通じて、国際金融について学ぶ（3）ドル基軸通貨体制と世界経済 

10. 「インサイド・ジョブ」を通じて、国際金融について学ぶ（4）リーマンショックから約 10 年後の国際金融の現状 

11. 「ブレッド&ローズ」（ケン・ローチ、2000 年）の紹介と鑑賞 

12. 「ブレッド&ローズ」を通じて、国際労働力移動について学ぶ（1）国際労働力移動はなぜ生じるのか 

13. 「ブレッド&ローズ」を通じて、国際労働力移動について学ぶ（2）労働者の権利と運動 

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） 

毎回の講義終了時に指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(50%)/授業内レポート（1 回目）(25%)/授業内レポート（2 回目）(25%) 

【変更前】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)） 
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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） 
映画で学ぶ世界経済論 

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。 

 

Students will learn about the mechanisms and dynamism of the world economy that is changing dramatically, and develop a 

global economic sense and thinking. It will be assumed that the students are beginners with no knowledge of the economy. 

 

授業の内容（Course Contents） 

グローバリゼーションが進行する中で、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、幾つかの映画を取り上げて、世界経済論の基礎的な知識と考え方について講義す

る。 

 

In order to understand how closely the movement of the Japanese economy, and hence our lives, is connected with the 

movement of the invisible world economy as globalization progresses, we will take up some movies and provide lectures on the 

basic knowledge and ideas of world economics. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス～今、世界経済で何が起こっているのか 

2. 「おいしいコーヒーの真実」（マーク・フランシス、2006 年）の紹介と鑑賞 

3. 「おいしいコーヒーの真実」を通じて、国際貿易について学ぶ（1）資本主義経済と自由貿易体制 

4. 「おいしいコーヒーの真実」を通じて、国際貿易について学ぶ（2）自由貿易論の問題点 

5. 「おいしいコーヒーの真実」を通じて、国際貿易について学ぶ（3）平等・互恵の貿易体制を求めて 

6. 「インサイド・ジョブ」（チャールズ・ファーガソン、2010 年）の紹介と鑑賞 

7. 「インサイド・ジョブ」を通じて、国際金融について学ぶ（1）アメリカ資本主義と経済の金融化 

8. 「インサイド・ジョブ」を通じて、国際金融について学ぶ（2）金融グローバル化の進展 

9. 「インサイド・ジョブ」を通じて、国際金融について学ぶ（3）ドル基軸通貨体制と世界経済 

10. 「インサイド・ジョブ」を通じて、国際金融について学ぶ（4）リーマンショックから約 10 年後の国際金融の現状 

11. 「ブレッド&ローズ」（ケン・ローチ、2000 年）の紹介と鑑賞 

12. 「ブレッド&ローズ」を通じて、国際労働力移動について学ぶ（1）国際労働力移動はなぜ生じるのか 

13. 「ブレッド&ローズ」を通じて、国際労働力移動について学ぶ（2）労働者の権利と運動 

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） 

毎回の講義終了時に指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(50%)/小レポート（1 回目）(25%)/小レポート（2 回目）(25%) 

【変更前】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)） 
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注意事項（Notice） 
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■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） 
グローバル化した世界の現状と課題 

担当者名 

（Instructor） 
小林 尚朗（KOBAYASHI 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） 
CMP2200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

この授業では、転換期にある世界経済の現状と課題を学び、その仕組みを理解することが目標である。なお、この授業は経済や

国際関係の初学者を対象としている。 

 

This course aims to address the current state of the world economy in transition and to understand its mechanism. This course 

is for beginners in economics and international relations. 

 

授業の内容（Course Contents） 

この授業では、世界経済を理解するうえで必要な基礎知識について講義する。グローバル化した世界の現状、国際ルール、世界

と日本との関係について説明し、世界経済が抱える課題などを考察していく。 

 

In this course, students will learn the basic knowledge necessary to understand the world economy, including the current state 

of the globalized world, international rules, the relationship between the world economy and Japan, and issues facing the global 

economy. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 世界経済の現状、シラバスの確認、講義概要の説明 

2. グローバル化した世界 

3. 世界経済史－貧困史－ 

4. グローバル化が直面する諸問題 

5. 私たちの生活に欠かせない貿易－日本の貿易を中心に－ 

6. 多角的貿易システム－GATT・WTO などの国際ルール－ 

7. 拡大するサービス貿易－インバウンドからギグワーカーまで－ 

8. 知的財産権の保護と世界経済 

9. 公正な貿易とは－自由貿易とフェアトレード－ 

10. 外国為替相場と国際通貨体制 

11. 地域貿易協定とはなにか－FTA の本質－ 

12. 日本と東アジアの地域協力 

13. 米中貿易戦争と日本 

14. まとめ－世界経済の行方－ 

 

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

授業のいずれの回も今日の世界経済状況と深く関わっているので、授業内容の予習復習に加えて時事のニュースなどを調べる

こと。 また、指示した課題については、期日中に提出すること。 

 

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および課題(40%) 

【変更前】筆記試験(Written Exam)60%, 平常点(In-class Points)40% (授業内のリアクションペーパー40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特定のテキストは使用しない。レジュメを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 小林尚朗・篠原敏彦・所康弘、2017、『貿易入門－世界と日本が見えてくる－』、大月書店 (ISBN:978-4-272-15042-7) 

その他、授業時や配布プリントなどで随時紹介する。 

 

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

 

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。 

 

 Learning law is not just about learning law skills, but developing the ability to think objectively and logically through interpreting 

law. In this course, we would like to take the events that occur around us, recognize that the constitution is very close to us, 

and consider various social issues from the viewpoint of ensuring human rights. 

 

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。   

 

Classes will take the form of lectures and audiovisual materials will be used as appropriate. After learning about topics from the 

modern constitution to the birth of the Japanese Constitutional Law, we will provide lectures on pacifism and basic human 

rights, etc. using familiar examples. The specific contents are shown in the "Course Plan." In addition, regarding individual 

themes related to basic human rights, we would like to take up topical issues as much as possible, and examine them in detail, 

so please be aware in advance that the contents may differ from the course plan; that depending on the progress of the classes 

the themes may vary slightly; and that the themes may be limited due to time constraints.   

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 近代憲法の成立 

2. 大日本帝国憲法制定 

3. 大日本帝国憲法下の動き 

4. 日本国憲法制定 

5. 基本的人権・象徴天皇制 

6. 平和主義(1) 

7. 平和主義(2） 

8. 平和主義（3） 

9. 刑事手続 

10. 表現の自由（1） 

11. 表現の自由（2） 

12. 法の下の平等（1） 

13. 法の下の平等（2） 

14. その他憲法をめぐる問題 

 

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） 

授業内に時間を制限したうえで授業内テストを 3 回実施 100％(100%) 

【変更前】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。 
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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 

 

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。 

 

 Learning law is not just about learning law skills, but developing the ability to think objectively and logically through interpreting 

law. In this course, we would like to take the events that occur around us, recognize that the constitution is very close to us, 

and consider various social issues from the viewpoint of ensuring human rights. 

 

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。   

 

Classes will take the form of lectures and audiovisual materials will be used as appropriate. After learning about topics from the 

modern constitution to the birth of the Japanese Constitutional Law, we will provide lectures on pacifism and basic human 

rights, etc. using familiar examples. The specific contents are shown in the "Course Plan." In addition, regarding individual 

themes related to basic human rights, we would like to take up topical issues as much as possible, and examine them in detail, 

so please be aware in advance that the contents may differ from the course plan; that depending on the progress of the classes 

the themes may vary slightly; and that the themes may be limited due to time constraints.   

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 近代憲法の成立 

2. 大日本帝国憲法制定 

3. 大日本帝国憲法下の動き 

4. 日本国憲法制定 

5. 基本的人権・象徴天皇制 

6. 平和主義(1) 

7. 平和主義(2） 

8. 平和主義（3） 

9. 刑事手続 

10. 表現の自由（1） 

11. 表現の自由（2） 

12. 法の下の平等（1） 

13. 法の下の平等（2） 

14. その他憲法をめぐる問題 

 

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） 

授業内オンラインテスト（複数回実施）(100%) 

【変更前】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。 
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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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■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） 
近代日本における差別問題と人権―部落問題を軸に 

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。 

 

By looking back on the history of minorities in modern Japan while focusing on the Buraku problem, we will help students to 

acquire a "sensitivity toward others" and deepen their understanding of human rights issues. 

 

授業の内容（Course Contents） 

最も理解しにくいであろう部落差別問題を軸にしながら、明治維新から現代までの近現代社会の、アイヌ･沖縄・ジェンダー・ハン

セン病等の歴史を講義し、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。 

 

We will provide lectures on the history of the Ainu, Okinawa, gender, leprosy, etc. in modern society from the Meiji Restoration 

to the present, focusing on the problem of Buraku discrimination that will be most difficult to understand, and questioning the 

state of modern society in Japan. We want to deepen students' understanding of the subject while also including the viewing of 

movies, etc. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 部落問題とは何か 

3. 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 

4. 近代国家の成立と再編される身分 

5. 国民の境界とマイノリティ 

 被差別部落／沖縄／アイヌ  

6. 部落問題の「発見」―部落改善政策の開始 

7. 米騒動／人種平等／自力解放運動の成立 

8. アジア・太平洋戦争と動員される差別 

 ハンセン病／被差別部落／女性／植民地 

9. 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） 

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（２） 

11. 引きなおされる境界―帝国の解体／戦後からの出発 

12. 市民への包摂と排除 

13. ドキュメンタリー映画「人間の街―大阪／被差別部落」（1987 年）を読み解く 

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） 

予め指示したテキストの該当範囲を読み，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） 

1. 黒川みどり、2011、『近代部落史』、平凡社新書 

 

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、2016、『創られた「人種」―人種主義と部落差別』、有志舎 
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3. 黒川みどり、2016、『入門被差別部落の歴史』、解放出版社 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

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や、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。 

 

Students will learn about how "diplomacy" actually relates to the "human rights" of people living their daily lives, such as 

human rights issues that have arisen in Japanese diplomacy, and human rights issues that Japanese diplomacy has been trying 

to solve and will think about how they can be involved in each issue as members of society.   

 

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。各問題やそ

れぞれの当事者の状況・立場を理解した上で、なぜその問題が生じたか、これまでに各国政府や国際機関、市民社会等が解決

のためにどのような努力を払ってきたのか、今後どのような解決方法がとられうるのか等について検討する。 

 

The course will provide a broad overview of human rights issues that have arisen in Japanese diplomacy and human rights 

issues that Japanese diplomacy has been trying to solve. After understanding the issues and the situation and position of each 

party, we will examine why did the issues arise; what efforts have been made by governments, international organizations, and 

civil society, etc. to date; and what kind of solutions can be considered in the future.  

 

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. 日中・日韓関係（１） 

6. 日中・日韓関係（２） 

7. 在日外国人 

8. 難民 

9. 開発援助（１） 

10. 開発援助（２） 

11. 国際人権システム（１） ・女性の権利 

12. 国際人権システム（２） 

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、必要に応じて別途指示する。 現在起きている出来事に注目しながら授業を進めるので、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期待される。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(70%)/毎回のコメントシート(30%) 

【変更前】筆記試験(Written Exam)70%, 平常点(In-class Points)30% (最終テスト(Final Test)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. 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) 

2. 芹田健太郎ほか、2017、『ブリッジブック国際人権法』（第２版）、信山社 (ISBN:4797223588) 
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参考文献は、随時必要に応じて指定する。 

 

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） 
自国中心主義を超えた多様な視点から 

担当者名 

（Instructor） 
小林 真生(KOBAYASHI 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） 

この科目は、立教大学平和・コミュニティ研究機構の提供科目のひとつである。日本の多文化政策の実情について、「移民社会」

「日本社会」「地方自治体」「日本政府」それぞれの視点から捉える能力を身に付けることを目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

21 世紀に入って以降、注目され続けている多文化社会が形成されるまでの経緯を「歴史」「それぞれのエスニックグループ」「日

本社会の認識」といった側面から捉え直した上で、政策上の変遷と課題を解説する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション：日本が移民社会となっている実例を紹介しつつ、この授業の意義や目的を解説する。 

2. 歴史：近代以降の日本がどのように海外からヒトや文化を反発と共に受け入れてきたのかを解説する。 

3. 多文化事例①：在日コリアン・ニューカマー韓国人の来日の経緯と実情について解説する。 

4. 多文化事例②：日系ブラジル人の来日の経緯と実情について解説する。 

5. 多文化事例③：フィリピン人の来日の経緯と実情について解説する。 

6. 多文化事例④：中国人の来日の経緯と実情について解説する。 

7. 多文化事例⑤：東南アジアや南アジアの人々の来日に至る経緯と実情について解説する。 

8. 多文化事例⑥：中東やアフリカの人々の来日に至る経緯と実情について解説する。 

9. 技能実習制度：10 万人規模で日本で暮らしながら「顔が見えない」技能実習制度の実情と政策課題について解説する。 

10. 対外国人意識：日本社会の外国人に対する意識の底流に何があるのかを解説し、その上で議論を通じた理解を深める。 

11. ヘイトスピーチ：東アジアの人々に対する嫌悪を露わにする一部の行動や、海外の事例などを解説し、その上で議論を通じ

た理解を深める。 

12. 多文化政策①：地方自治体の多文化政策への取り組みについて解説する。 

13. 多文化政策②：日本政府が全国一律で行う多文化政策への取り組み、及び課題について解説する。 

14. まとめ：本年度において注目された事例を紹介・解説し、その上で議論を通じた理解を深める。 

 

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） 

レポート試験(Report Exam)(50%)/授業参加度(30%)/リアクションペーパー(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 駒井洋監修・小林真生編集、2020、『変容する移民コミュニティ―時間・空間・階層』、明石書店 (ISBN:9784750350325) 

2020 年 7 月 7 日付変更（変更理由：テキスト変更のため） 

【変更前】著者名：長谷部美佳・受田宏之・青山亨編、書籍名：『多文化社会読本－多様なる世界、多様なる日本』、出版社：東京

外国語大学出版会、出版年：2016、ＩＳＢＮ：978-4904575536 

 

参考文献（Readings） 

1. 塩原良和、2012、『共に生きる－多民族・多文化社会における対話』、弘文堂 (ISBN:978-4335501241) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

【授業形態】 

・パワーポイントを使用した講義形式で、映像資料なども適宜活用する。 

・授業では学生への質問も活発に行うので、積極的な受講態度を期待する。 

 

【フィードバック】 

・リアクションペーパーについては，次回授業開始時にフィードバックを行う。期末レポートについては「立教時間」上にてフィード
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バックを行う。 

 

注意事項（Notice） 
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■FB511 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

Ｍｏｄ Ｊａｐａｎｅｓｅ Ｈｉｓｔ １ 

(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） 

・Ｆ科目 

・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. Nation building (1) 

3. Nation building (2) 

4. Industrialization 

5. Political awakening 

6. Interwar years 

7. Path to the war 

8. Review / Midterm test 

9. Postwar changes and continuities 

10. Affluence and paradoxes 

11. Women's liberation movement 

12. Calls for equal opportunities 

13. Women in neoliberal Japan 

14. Final test / Conclusion 

 

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） 

Weekly response papers(75%)/Final paper(25%) 

Students need to attend 80% of more of the classes taught to earn a passing grade.【変更前】平常点 (In-class Points) 100％         

Class participation(10%) 、Response papers(30%) 、Midterm test(30%) 、最終テスト(Final Test)(30%) Students need to attend 

80% of more of the classes taught to earn a passing grade. 

 

テキスト（Textbooks） 

All required readings will be announced in Week 1 and be posted on Blackboard. 

 

参考文献（Readings） 

References will be announced in class. 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■FB512 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

Ｍｏｄ Ｊａｐａｎｅｓｅ Ｈｉｓｔ ２ 

(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） 

・Ｆ科目 

・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 Unification Regimes 

4. The Constitution of the Tokugawa State 

5. Confucianism and Tokugawa Political Thought 

6. Foreign Relations of the Tokugawa State 

7. Western Learning and "National Learning" 

8. The Fall of the Old Order 

9. The Meiji Restoration 

10. Revolution from Above 

11. "Civilization and Enlightenment" 

12. "Liberty" and "People's Rights" 

13. The Making of the Meiji Constitution 

14. Constitutional Theory and Political Practice 

 

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） 

Ｐｏｌｉｔｉｃｓ ＆ Ｅｃｏｎｏｍｙ １ 

(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） 

・Ｆ科目 

・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 working 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 the diversity 

that exists in Japanese society as well as the most recent changes that are taking place in Japan (and in the world). 

 

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 student(s); Necessary arrangements will be 

made according to the different levels of their 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 their 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. ‘Work’ as an Arena where Various Forces Meet (and Clash)  

3. How Do We Understand ‘Work’ in the Japanese Context? 

4. What Is Qualitative Research? 

5. Getting Ready for the First Interview 

6. Fieldwork Project #1 

7. Report of Your Interview #1 

8. Designing and Planning Your 2nd Interview 

9. Fieldwork Project #2 

10. How to Analyze, Interpret and Utilize Your Interview Data, Part I 

11. How to Analyze, Interpret and Utilize Your Interview Data, Part II 

12. Presentations 

13. Presentations 

14. Presentations 

 

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

As stated in the Course Contents & Schedule, students are required to do two interviews outside the classroom.  Details of 

the procedures will be explained in class.   

 

Reading and writing assignments for each week will be stated in syllabus as well as announced in class.  Follow the instructions 
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carefully. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(35%)/Final Presentation(10%)/Class Participation (including the performance during the in-class 

exercises)(25%)/Fieldwork Projects (two interviews & write-ups)(30%) 

Attendance is mandatory.  If you miss more than 1/3 of the course, you will automatically receive an F by the university rule. 

 

テキスト（Textbooks） 

Various book chapters and articles will be provided via Blackboard. 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FB514 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

Ｐｏｌｉｔｉｃｓ ＆ Ｅｃｏｎｏｍｙ ２ 

(Japanese Politics and Economy 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 

Confucianism, Shinto, and Postmodernity: The Impact of Cultural Values on Gender 

Roles, Politics, and Economy 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） 

・Ｆ科目 

・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 analysis of the ways in which cultural values in Japanese society influenced the 

development of political and economic institutions, as well as the construction of unique gender roles and national identity. The 

course will focus on the unique importance of gender in politics, the place of sexuality in political and social life, and the 

function of the state in private and public spaces from ancient times to the modern age. 

 

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 and their importance in the formation of national identity and constitution. 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, political ideologies, and the 

distinctive meaning of the workplace in the lives of Japanese people.   

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction: why gender matters? ideologies and values in Japanese culture.  

2. Myths, customs, and female rulers: gender roles and the emperor status in ancient Japan 

3. Politics, religion, and social classes in the old world 

4. Courtship and gender division in the Heian court 

5. Social stratification, marriage, and family structure in medieval Japan 

6. Edo period and the rise of Yoshiwara: Ukiyo-e and the rise of the geisha class 

7. Moga girls, coffee shops, and delinquent boys: the appearance of girls and boys as state formation during Meiji period 

8. Gender, democracy, and national identity: Taisho period and the rise of militarism  

9. WWII: comfort women, prostitution, and the role of gender during the occupation  

10. The post-occupation recovery and the struggle over the global economic control  

11. The bubble age: gender and family as national products 

12. Gender crisis in the post-bubble age: alternative 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)） 
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注意事項（Notice） 
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■FB515 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

Ｊａｐａｎ ｉｎ Ａｓｉａ １ 

(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(LEE,HYANGJIN) 

学期 

（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） 

・Ｆ科目 

・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. An Overview of Korean Film History: Ari Ari the Korean Cinema (Heo Chul, 2011)  

4. Japanese Tradition and Aesthetic Norms in Rashomon (Kurosawa Akira, 1950) 

5. Korean Social Realism:  The Stray Bullet (Yu Hyun-mok, 1961) and Burning (Lee Changdong, 2018)  

6. Japanese Horror: Onibaba (Kaneto Shindo, 1964) and Audition (Miike Takeshi, 2000)Battles without Honor and Humanity 

(Fukasaku Kinji, 1973) and others 

7. Korean War Films:  JSA (Park Chanwook 2000) and The Front Line (Jang Hoon, 2011) 

8. Japanese War Films: Black Rain (Imamura Shohei, 1989) and Grave of the Fireflies (Isao Takahata, 1988) 

9. Action Thriller: Sonatine (Kitano Takeshi,  1993) and The Man from Nowhere (Lee Jeong-Beom, 2010) 

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） 

Presentation and Class Assignments(30%)/Term Paper(40%)/Final Test (Take Home)(30%) 

2020.5.18 付変更【変更前】Final Test (In-Class)(30%) 、Class Participation and Weekly Comment Papers(30%) 、Presentation 

and Summary (Powerpoint) (40%) 

 

テキスト（Textbooks） 
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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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■FB516 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

Ｊａｐａｎ ｉｎ Ａｓｉａ ２ 

(Japanese Relations in Asia 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
The politics of war memory in East Asia 

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） 

・Ｆ科目 

・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. 

This course 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/ The Asia Pacific War 

2. War, social trauma, recovery 

3. War chronicles  

4. Local and personal histories 

5. Atomic memory 

6. Postwar Asian relations 

7. War commemoration in Japan 

8. History education and the Asia Pacific War 

9. Exhibiting the Asia Pacific War in Japan 

10. The Asia Pacific War in popular culture 

11. Gender and war memory 

12. Rewriting the past 

13. War responsibility 

14. Final test / Conclusion 

 

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. A list of readings will be distributed in Week 1. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Class participation and in-class reflection papers(20%)/Review papers(40%)/最終テスト(Final Test)(40%) 

Students need to attend 80% of more of the classes taught to earn a passing grade. 

 

テキスト（Textbooks） 

All required readings will be announced in Week 1 and be posted on Blackboard. 

 

参考文献（Readings） 

References will be announced in class. 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■FB517 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

Ｊａｐａｎｅｓｅ Ｓｏｃｉｅｔｙ１ 

(Japanese Society1) 

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） 
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） 

・Ｆ科目 

・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 is an introduction to popular culture and its importance and unique power in Japanese society. It brings together 

cultural products, social theories and political ideologies which are complementary in Japanese society and weave an 

interrelated connection. During the course, students will learn how culture and ideology blend together and are seen in every 

single practice, behaviour, and product used in different fields of 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 political development of taste formation in Japan. The key questions at the center focus on what makes popular culture 

become popular among different layers of society, and what is the mechanism behind its expansion and success. We will study 

and analyze different practices from everyday life: movies, fashion styles, TV and advertisements, subcultures, J-Pop and 

music, art and more.  

The course is multi-disciplinary and is based on theories of sociology, political science, cultural studies, and mass consumption. 

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?  

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 uses 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 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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■FB518 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

Ｊａｐａｎｅｓｅ Ｓｏｃｉｅｔｙ２ 

(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） 

・Ｆ科目 

・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 the summer of 2015, which marked the 70th anniversary of the end of WWII, security-related bills were passed in the 

Japanese Diet amid huge protests -- a significant departure from Japan's pacifist posture in the postwar era.  In May of the 

following year, Barack Obama landed in Hiroshima, becoming the first incumbent U.S. President to visit the city since August 

1945.  A historic event in the eyes of many Japanese, the entire process of Obama's visit was broadcast live, nationwide, on 

NHK.   

 

Even after more than seven decades, Japan has been living the 'postwar' period, which characterized various aspects of its 

culture, society and politics.  Is it going to change from this point on and, if so, how?   

 

Taking up the topics such as work, family, gender and education 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 locally specific 

topics that are hotly debated in recent years: e.g., Article 9 and security-related bills, the 3-11 incident and its repercussions, 

Imperial Household, 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. 

 

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. War & Pacifism 

3. Nuclear Power 

4. Okinawa 

5. Imperial Family 

6. Getting Old in Japan 

7. Work and Employment (& Midterm Report of Your Project) 

8. Making Alternative Life Choices 

9. Marriage, Family & Gender Issues 

10. Newcomers & New Immigration Laws 

11. Newcomers & New Immigration Laws 

12. Presentations 

13. Presentations 

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

As stated in the Course Contents, students are required to do a small-scale fieldwork for their semester project.  Details of 

the procedures will be explained in class.  Reading and writing assignments for each week will be stated in syllabus as well as 

announced in class.  Follow the instructions carefully. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(35%)/Class Participation(25%)/Homework and Assignments(30%)/Project Presentation(10%) 

◆ Please note that, by University policies and rules, you will be disqualified from the class if you miss more than 1/3 of the 

course. 

 

テキスト（Textbooks） 

Various book chapters and articles will be provided via Blackboard.  Various videos and film clips will be used when appropriate. 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FB519 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

Ｔｏｋｙｏ Ｓｔｕｄｉｅｓ 

(Tokyo Studies) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Society and culture of Tokyo 

担当者名 

（Instructor） 
新田目 夏実(ARATAME NATSUMI) 

学期 

（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） 

・Ｆ科目 

・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 is an introductory class for non-Japanese and Japanese students who would like to gain basic understanding about Tokyo, 

the capital city of Japan, and one of the largest city in the world, from a sociological point of view. 

 

授業の内容（Course Contents） 

This class will be a comprehensive introduction of Tokyo from sociological point of view.   

It will start by introducing the historical context in which Tokyo was built, followed by the demographic, geographic, social, 

economic and cultural characteristics of Tokyo. In the end, the students are expected to propose their own “tour plans” for 

Tokyo Olympic visitors!! 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction to Tokyo: analytical perspectives 

2. Tokyo past and present: from ancient to the present 

3. City tour (TBA) 

4. Human ecology of Tokyo: North, East, West and CBD 

5. Human ecology of Tokyo: North, East, West and CBD 

6. City tour (TBA) 

7. Presentation of student proposals 

8. Social、cultural and economic life in Tokyo: traditional culture 

9. Social、cultural and economic life in Tokyo: modern culture 

10. Social、cultural and economic life in Tokyo: young and the elderly 

11. Social、cultural and economic life in Tokyo: ethnic diversification 

12. City tour (TBA) 

13. Student presentation 

14. Student presentation 

 

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

This class requires and encourages each student to be engaged in “field work” as much as possible as part of class activities 

and as part of their own research projects. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

class participation(10%)/Class presentation 1(15%)/Field work reports(15%)/Class presentation 2(30%)/最終レポート(Final 

Report)(30%) 

Two tests will be worth 20/25%, in-class attendance/participation 30% 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

Suggested readings will be made available in the syllabus handed out the first day of class.  

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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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 Postwar 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 10 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 political and social change in postwar 

Japan. 

 

授業の内容（Course Contents） 

This course is intended as an introduction to think sociologically about political and social phenomena. 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 reading material 

and students are required to complete reading the assigned material. Students are strongly encouraged to participate in the 

class discussion.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction: Course Guidance 

2. What is political sociology?  

3. Social Action 

4. Social Structure 

5. Inquiry into Modernity 

6. Agency and Social Structures 

7. Democracy and Public Sphere 

8. Understanding Democracies 

9. Understanding social movements (1) 

10. Understanding social movements (2) 

11.  Nation-state and Nationalism 

12. Race/Ethnicity 

13. Gender and Feminism  

14. Women's Liberation Movement in Postwar Japan   

 

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 complete 

reading before each class.  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Participation in Class(30%)/Group Presentation(20%)/Assignments(25%)/Final Term Paper(25%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. Anthony Giddens and Phillp W. Sutton. 2017. Sociology 8th edition. Polity Press (ISBN:ISBN 0745696686) 

2. Anthony Giddens and Phillp W. Sutton. 2017. Essential Concepts in Sociology 2nd ed.. Polity Press (ISBN:ISBN 1509516670) 

3. William Andrews. 2016.  Dissenting Japan: A History of Japanese Radicalism and Counterculture from 1945 to Fukushima. C 

Hurst & Co Publishers Ltd. (ISBN:ISBN1849045798) 

4. Setsu Shigematsu. 2012. Scream from the Shadows: the women’s liberation movement in Japan. University of Minnesota 
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Press (ISBN:ISBN0816667594) 

5. Kiyoteru Tsutsui. 2018. Rights Make Might: Global Human Rights and Minority Social Movements in Japan. Oxford Univ. Press. 

(ISBN:ISBN0190853115) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 

 - 441 - 

■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） 
Current Issues in the World Economy and International Business 

担当者名 

（Instructor） 
ゴルシコフ(GORSHKOV VICTOR) 

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 10 名 週 2 回開講 

 

授業の目標（Course Objectives） 

Students will enhance their understanding on the evolution and current institutional structure of the world economy and be able 

to articulate its major trends and challenges.   

By critically analyzing current issues occurring in the world economy, students will develop a deeper understanding of what is 

their impact on international business. After the course, students are also expected to be able to describe the role of major 

economies in the world economy and identify major characteristics of their economic development.   

 

授業の内容（Course Contents） 

The world is moving towards a more interdependent and integrated global economic system. This course focuses on current 

issues in the world economy and international business and will help students understand what major transformations are 

happening in the world economy and what are the reasons behind them. Over the course, students will learn about the 

evolution, institutional structure of the world economy and will be familiar with the recent trends in international trade and 

foreign direct investment.  

The course will also introduce the role of selected economies (US, EU, emerging economies, less developed economies) in the 

world economy. Official economic reports and newspaper articles will be utilized to enhance students’ understanding of the 

course content. Case studies of three types (country-, industry-, and company-focused) will be introduced to assist students’ 

understanding of the course content.  

This course requires active participation of all students. Each class the instructor will deliver a short lecture followed by a 

discussion, some group work, a research/analytical task, or some other interactive activity. Students are required to read case 

studies and other materials assigned by the instructor prior to their class participation.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction to the course.  

Evolution and structure of the world economy. Various classifications of countries.  

2. Current trends in the world economy: internationalization, globalization, regionalization, technological change. Video on 

globalization.  

3. Globalization of business and globalization of production.  

Globalization and deglobalization trends in the world economy.  

4. Case study on globalization and global supply chains. Class discussion.  

5. How do we measure the world economy?  

Understanding the system of national accounts and the balance of payments.  

6. Balance of payments for selected economies.  

7. Sustainable development. Green GDP.  

Understanding the Sustainable Development Goals.  

8. World economy and global challenges 1: population, food, and energy problems.  

Student presentations and discussion.  

9. World economy and global challenges 2: development gap (education, inequality). 

Student presentations and discussion.  

10. World economy and global challenges 3: environment problems (climate change and  

arctic development). Student presentations and discussion.  

11. Understanding political and legal systems of countries.  

12. Understanding economic systems of countries.  

13. Which country has the best economic, political, and legal system in the world?  
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Video and interactive class discussion.  

14. Understanding the role of culture in international business.  

15. Religious and ethical systems in the world. World religions.  

16. Ethics, corporate social responsibility, and sustainability 

17. Why do countries trade? 

 Understanding different theories explaining trade flows among countries.  

18. Interactive class activity related to international trade.  

19. Current issues in the international trade.  

Understanding the structure and contents of the World Trade Report.  

Understanding trade conflicts and trade wars.  

20. Government policy and international trade.  

21. Understanding foreign direct investment (FDI).  

Recent trends in global FDI. Structure and contents of the World Investment Report. 

22. Multinational enterprises and foreign direct Investment.  

Entry strategy and strategic alliances.  

23. The United States in the world economy.  

24. European Union in the world economy.  

Understanding regional economic integration.  

25. Emerging economies and their role in the world economy.  

26. Less developed economies in the world economy.  

Is Africa cursed for underdevelopment? 

27. Course wrap-up. The future of the world economy.  

28. Final in-class test and feedback on students’ individual assignments.  

 

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

This course requires active participation of all students. Students are required to do a lot of class preparation and do 

preliminary research related to the course content.  

While there are no formal pre-requisites for taking this course, it is highly recommended that students make it a habit to follow 

the news related to current issues in the world economy and international business and introduce them in class.  

Students are required to read course materials prior to their class participation. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Active class participation (reflection papers, class discussions, peer review work)(25%)/Individual and group assignments (group 

presentations and research tasks)(35%)/最終テスト(Final Test)(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. Arjo Klamer. 2007. Speaking of Economics. How to get into the conversation. Routledge (ISBN:ISBN 0415396174) 

2. Charles W. L. Hill. 2018. International business: Competing in the Global Marketplace, 12/e, . McGraw-Hill Higher Education 

(ISBN:ISBN 9781260092349) 

3. Geoffrey M. Hodson. 2001. How Economics Forgot History?. Routledge (ISBN:ISBN 0415257174) 

4. Gerard Roland. 2013. Development Economics. Routledge (ISBN:ISBN 9780321464484) 

5. Ha-Joon Chang. 2012. 23 things they don't tell you about capitalism. Bloomsbury Pub Plc USA (ISBN:ISBN 9781608193387) 

6. Ha-Joon Chang. 2014. Economics. Bloomsbury Pub Plc USA (ISBN:9781620408124) 

7. Joseph. E. Stiglitz. 2015. Creating a Learning Society: A New Approach to Growth, Development, and Social Progress. 

Columbia Univ Pr (ISBN:9780231175494) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

Questions or comments regarding the course should be addressed directly to the instructor. 

 I appreciate the constructive student feedback. Contact information of the instructor will be provided in the first class session.  

Feedback to the students will be provided in class. At the end of each class, students are encouraged to talk to the instructor 

about their current level of performance. 

There is no textbook assigned for this class. Hand-outs will be provided by the instructor. 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 

 - 443 - 

■FB522 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 
University in Modern Society 

担当者名 

（Instructor） 
ウエスト，Ｋ．(WEST KARLEEN)／中込さやか (NAKAGOMI SAYAKA) 

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 10 名 

池袋キャンパス：8/3～7 各日 2～4 限（最終日のみ 2・3 限） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

This course introduces the tools that help us analyze university in modern society – the key theoretical frameworks, concepts, 

and methods commonly used today in the field of comparative politics.  By the end of this course you should be able to: define 

basic terms and concepts used in the study of comparative politics; understand and apply theories used to analyze and explain 

the importance of university education in the field of comparative politics; identify and evaluate methods used to conduct 

research in comparative politics; analyze the role of education as it relates to important political changes, including 

democratization, elections, social movements, human rights, and environmental sustainability; and conduct research of your own 

within the field of comparative politics. 

 

授業の内容（Course Contents） 

This course offers a comparative study of the role that university education has played in politics and political changes around 

the world, focusing on democratization, elections, social movements, human rights, and environmental sustainability. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction to Democracy and Reading Quiz 1 

2. Education and Democracy and Reading Quiz 2 

3. Education and Voting and Country Report 1 

4. Introduction to Human Rights and Reading Quiz 3 

5. Education and Gender Equality and Reading Quiz 4 

6. Education and Multiculturalism and Country Report 2 

7. Introduction to Social Movements and Reading Quiz 5 

8. Education and Social Movements and Reading Quiz 6 

9. Social Movements in Education and Country Report 3 

10. Introduction to Sustainability and Reading Quiz 7 

11. Education and Sustainability and Reading Quiz 8 

12. Sustainability in Education and Country Report 4 

13. Conferences on Final Presentations 

14. Final Presentations in Class 

 

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

Expect to do between 30 – 90 pages of reading outside of class each day, which should take you between one to two hours. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

In-Class Reading Quizzes(25%)/Country Reports(30%)/Final Presentation(30%)/Class Participation(15%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■FB523 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 
Career and University Education in the Global World 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Designing Plans after Graduation 

担当者名 

（Instructor） 
アブダーリ（ABU-DARI MAZEN M. M.） 

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） 
CMP2201 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 

・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 10 名   

・9/7～11 各日 2～4 限（最終日のみ 2・3 限） 

 

2020 年 4 月 20 日シラバス修正：文言追加 

【修正前】9/7～11 各日 2～4限（最終日のみ 2・3 限） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

This course aims at introducing the paths and options available for the student after gaining the bachelor's degree in the 

contemporary globalizing environment.  Since the students choose either to find a job or to continue their graduate education, 

this course gives some more details to assist the students by paving the way for them to follow that path of their choice.  

 

授業の内容（Course Contents） 

This course includes discussions, guest speakers, study tours, and presentations, that are expected to provide the students 

with the information their need so that they can make a smooth transition between their current university education and their 

future path of either work or continue seeking higher education.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction 

2. Company/Public Office Job Path Introduction 

3. Continuing Graduate Education Path Introduction 

4. <Revised April 7, 2020 （Depends on the host's convenience)> 

Study Tour 1: (Example: one Ministry of Japan): About choosing the public officer path 

【Contents before change】 

Tour to the Library/ PC Room  

5. <Revised April 7, 2020 （Depends on the host's convenience)> 

Tour to the Library/ PC Room 

【Contents before change】 

Study Tour 1: (Example: Ministry of Foreing Affairs of Japan): About choosing the company employee/ public officer path  

6. Guest Speaker (University professor): Talking about  choosing the academic path 

7. <Revised April 7, 2020 （Depends on the host's convenience)> 

About MBA studies 

【Contents before change】 

Study Tour 2: Company HR Division (learning on how companies choose their employees)  

8. <Revised April 7, 2020 （Depends on the host's convenience)> 

Study Tour 2: Company HR Division (learning on how companies choose their employees) 

【Contents before change】 

Study Tour 3: Recruiter Firm (learning on how to find a company/public office job)  

9. Study Tour 3: Recruiter Firm (learning on how to find a company/public office job) 

10. Guest Speaker: Consultant Lecture on Study in the UK (to learn how to continue higher education path) 

11. Guest Speaker: Japan-US Educational Commission (to learn how to continue higher education path) 

12. Guest Speaker: Japan-US Educational Commission (to learn how to continue higher education path) 

13. Final Project: Present their plan designed for their future path (1st group of students) 

14. Final Project: Present their plan designed for their future path (2nd group of students) 

 

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

Instructions to be given during the class.  
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成績評価方法・基準（Evaluation） 

Class Engagement(60%)/Final Project(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

Instructions to be given during the class. Students should note that they need to prepare for the train fees for commuting 

inside Tokyo for the  study tours. The schedule of Study Tours and Guest Speakers may be changed. 

 

注意事項（Notice） 
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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） 

日本語 

(Japanese) 

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。 

 

 Learning law is not just about learning law skills, but developing the ability to think objectively and logically through interpreting 

law. In this course, we would like to take the events that occur around us, recognize that the constitution is very close to us, 

and consider various social issues from the viewpoint of ensuring human rights. 

 

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。   

 

Classes will take the form of lectures and audiovisual materials will be used as appropriate. After learning about topics from the 

modern constitution to the birth of the Japanese Constitutional Law, we will provide lectures on pacifism and basic human 

rights, etc. using familiar examples. The specific contents are shown in the "Course Plan." In addition, regarding individual 

themes related to basic human rights, we would like to take up topical issues as much as possible, and examine them in detail, 

so please be aware in advance that the contents may differ from the course plan; that depending on the progress of the classes 

the themes may vary slightly; and that the themes may be limited due to time constraints.   

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 近代憲法の成立 

2. 大日本帝国憲法制定 

3. 大日本帝国憲法下の動き 

4. 日本国憲法制定 

5. 基本的人権・象徴天皇制 

6. 平和主義(1) 

7. 平和主義(2） 

8. 平和主義（3） 

9. 刑事手続 

10. 表現の自由（1） 

11. 表現の自由（2） 

12. 法の下の平等（1） 

13. 法の下の平等（2） 

14. その他憲法をめぐる問題 

 

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） 

授業内に時間を制限したうえで授業内テストを 3 回実施 100％(100%) 

【変更前】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。 
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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） 

日本語 

(Japanese) 

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。 

 

 Learning law is not just about learning law skills, but developing the ability to think objectively and logically through interpreting 

law. In this course, we would like to take the events that occur around us, recognize that the constitution is very close to us, 

and consider various social issues from the viewpoint of ensuring human rights. 

 

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。   

 

Classes will take the form of lectures and audiovisual materials will be used as appropriate. After learning about topics from the 

modern constitution to the birth of the Japanese Constitutional Law, we will provide lectures on pacifism and basic human 

rights, etc. using familiar examples. The specific contents are shown in the "Course Plan." In addition, regarding individual 

themes related to basic human rights, we would like to take up topical issues as much as possible, and examine them in detail, 

so please be aware in advance that the contents may differ from the course plan; that depending on the progress of the classes 

the themes may vary slightly; and that the themes may be limited due to time constraints.   

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 近代憲法の成立 

2. 大日本帝国憲法制定 

3. 大日本帝国憲法下の動き 

4. 日本国憲法制定 

5. 基本的人権・象徴天皇制 

6. 平和主義(1) 

7. 平和主義(2） 

8. 平和主義（3） 

9. 刑事手続 

10. 表現の自由（1） 

11. 表現の自由（2） 

12. 法の下の平等（1） 

13. 法の下の平等（2） 

14. その他憲法をめぐる問題 

 

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） 

授業内オンラインテスト（複数回実施）(100%) 

【変更前】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。 
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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(Niiza) 

(Sport and Media) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
メディアはスポーツといかに関わってきたか！？ 

担当者名 

（Instructor） 
 

学期 

（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） 

日本語 

(Japanese) 

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） 

スポーツの発展にメディアはいかに関わってきたか、スポーツとメディアとの関係を考える 

 

Think about how media has been involved in the development of sports and the relationship between sports and media 

 

授業の内容（Course Contents） 

日本のスポーツの歴史、オリンピックやサッカー、ラグビーのワールドカップなどメガ・スポーツイベントとメディアの関係などをパ

ワーポイントによる資料、映像等を使いながら講義する。 

とりわけ今年７月開幕予定のオリンピック・パラリンピックを中心に話をする予定。また、スポーツを身近に感じてもらうために、リ

アクションペーパーを活用して、個々の意見、感想を聞く 

 

Lectures on the history of Japanese sports, the relationship between the mega sports events such as the Olympics, soccer, 

and the rugby world cup and the media, using materials and videos using PowerPoint. 

In particular, we will focus on the Olympics and Paralympics scheduled to open in July this year. In addition, we use reaction 

papers to listen to individual opinions and impressions so that sports can be felt closer. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション・メディアとは何か？ 

2. 日本のスポーツの発達とメディアの役割 

3. 野球とともに歩んできた日本のメディア 

4. オリンピックとは誰だ？ 

5. ２０２０年東京オリンピック・パラリンピックの開催意義 

6. 放送権が支える地上最大のスポーツイベント 

7. パラリンピックと共生社会を考える 

8. ラグビーワールドカップ２０１９が日本に果たした役割 

9. サッカーワールドカップを報道する 

10. スポーツによる地域創生とは 

11. 成功したメディアスポーツとしての箱根駅伝 

12. 新メディアと旧メディア～オリンピック報道の変化 

13. メディアを疑え～賢く生きるために 

14. まとめ～学習到達度を問う 

 

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

根本はスポーツに触れ、スポーツを身近に感じてもらうこと。日頃のスポーツ報道に関心をもってもらいたい 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(40%)/出席及び、リアクションペーパーの内容(60%) 

リアクションペーパーを活用する 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

笹川スポーツ財団ホームページ 

「スポーツ歴史の検証」 
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https://www.ssf.or.jp/history/tabid/811/Default.aspx 

 

注意事項（Notice） 
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■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） 
 

学期 

（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） 

日本語 

(Japanese) 

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。 

 

Examines the relationship between sports and the media, taking into account the historical background, and discusses the 

meaning and value of sports for humanity. Through the theme of sports, I want to help students understand society, and how 

business works. 

 

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

ーツの社会的価値・役割を探っていく。また、今後のメディアとスポーツの関係性、オリンピック後の日本のスポーツを展望する。 

 

How have sports and the media developed and transformed each other in the past 100 years? We will focus on content that is 

known as high value in the media world, such as the Olympics, football, highschool baseball, and Hakone Ekiden. And we will 

explore the social value  of sports that can be seen from there. It also looks at the relationship between the media and sports 

in the future, and sport in Japan after the 2020 Tokyo Olympic games. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 今メディアに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. 現代社会とスポーツ（スポーツの価値・役割を考える） 

14. まとめ 

 

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） 

出席及び授業参加度(50%)/複数回のコメントペーパー(50%) 

【変更前】平常点(In-class Points)100% (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。 
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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(Niiza) 

(University and Modern Society) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
グローバル社会における大学教育の意義 

担当者名 

（Instructor） 
岩田 陽子（IWATA 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） 

日本語 

(Japanese) 

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） 

・グローバル社会で生き抜くために必要な心構えとスキルについて理解する。 

・大学生活においての学びとキャリアの関係について理解する。 

・グローバル社会における大学教育の意義について理解する。 

 

The main objectives of this course are as follows: 

 

・Understanding the mindset and skills needed to survive in a global environment.   

・Understanding the relationship between learning in university and one’s career.   

・Understanding the significance of a university education in a global environment. 

 

 

授業の内容（Course Contents） 

グローバル社会では、より多様で複雑な判断が常に求められる。 

本授業では、そうしたグローバル社会で生き抜くうえで必要な「学ぶ力」「考える力」「信頼関係を構築する力」について理解を深め

る。さらに、そうした力を大学教育においてどのように培っていくかについても考えていく。なお、グループディスカッションやプレゼ

ンテーション等も取り入れ、学生たち自身が社会に出てから役立つスキル醸成にも力を入れる。 

 

Increasingly varied and complex decisions must be constantly made in a global environment. In this course, students will better 

understand “the ability to learn,” “the ability to think,” and “the ability to build trust,” which are needed to survive in a global 

environment. Students will also consider how to cultivate those abilities as a part of a university education. This course includes 

group discussions and presentations, and students will work to develop useful skills, which will benefit them after they graduate.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. グローバル社会の進展と大学教育 

2. グローバル社会で生き抜くために必要な心構えとスキル 

3. 「学ぶ力」① 

4. 「学ぶ力」② 

5. 「考える力」① 

6. 「考える力」② 

7. 「信頼関係を構築する力」① 

8. 「信頼関係を構築する力」② 

9. 大学生活とキャリア① 

10. 大学生活とキャリア② 

11. グローバル社会における大学教育① 

12. グローバル社会における大学教育② 

13. グローバル社会における大学教育③ 

14. 最終テスト 

 

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

毎回、授業時に指示を出す 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(40%)/授業内での発表(40%)/授業内に指示した提出物(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

適宜、配付する 
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参考文献（Readings） 

適宜、紹介する 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

・Ｗｉｆｉのつながるモバイル PCまたはスマートフォン等を使用して授業を行います。必ず持参してください。 

・授業はプロジェクタでパワーポイントを映写して展開します。 

・グループディスカッションやプレゼンテーション等、アクティブな授業となります。 

 

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(Niiza) 

(Modern Japanese society and human rights) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
近代日本における差別問題と人権―部落問題を軸に 

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） 

日本語 

(Japanese) 

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。 

 

By looking back on the history of minorities in modern Japan while focusing on the Buraku problem, we will help students to 

acquire a "sensitivity toward others" and deepen their understanding of human rights issues. 

 

授業の内容（Course Contents） 

最も理解しにくいであろう部落差別問題を軸にしながら、明治維新から現代までの近現代社会の、アイヌ･沖縄・ジェンダー・ハン

セン病等の歴史を講義し、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。 

 

We will provide lectures on the history of the Ainu, Okinawa, gender, leprosy, etc. in modern society from the Meiji Restoration 

to the present, focusing on the problem of Buraku discrimination that will be most difficult to understand, and questioning the 

state of modern society in Japan. We want to deepen students' understanding of the subject while also including the viewing of 

movies, etc. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 部落問題とは何か 

3. 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 

4. 近代国家の成立と再編される身分 

5. 国民の境界とマイノリティ 

 被差別部落／沖縄／アイヌ  

6. 部落問題の「発見」―部落改善政策の開始 

7. 米騒動／人種平等／自力解放運動の成立 

8. アジア・太平洋戦争と動員される差別 

 ハンセン病／被差別部落／女性／植民地 

9. 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） 

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（２） 

11. 引きなおされる境界―帝国の解体／戦後からの出発 

12. 市民への包摂と排除 

13. ドキュメンタリー映画「人間の街―大阪／被差別部落」（1987 年）を読み解く 

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） 

予め指示したテキストの該当範囲を読み，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） 

1. 寺木伸明・黒川みどり、2016、『入門被差別部落の歴史』、解放出版社 (ISBN:ISBN:978-4-7592-4063-4) 

2020 年 7 月 31 日変更（変更理由：品切のため） 

【変更前】著者名：黒川みどり、書籍名：『近代部落史』、出版社：平凡社新書、出版年：2011 

 

参考文献（Readings） 



 

 - 458 - 

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、2016、『創られた「人種」―人種主義と部落差別』、有志舎 

2020 年 7 月 31 日変更（変更理由：テキスト変更のため） 

【変更前】 参考文献 3 著者名：黒川みどり、書籍名：『入門被差別部落の歴史』、出版社：解放出版社、出版年：2016 

【変更後】 参考文献 3 削除、テキストに記載 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

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(Niiza) 

(History of Rikkyo University) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
立教の沿革史を学ぶ 

担当者名 

（Instructor） 
 

学期 

（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） 

日本語 

(Japanese) 

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） 

2024 年に創立 150 年を迎える立教は、これまでどのような沿革を歩んできたのでしょうか。この授業では、立教の歴史を日本近

現代史のなかに位置づけ、とりわけ、立教大学の歴史とその特色をともに学んでいきたいと考えています。 

 

Just what path has Rikkyo University, which will celebrate the 150th anniversary of its establishment in 2024, walked to get 

where it is today? In this course, students will learn Rikkyo’s place in modern Japanese history. Particular focus will be placed 

upon the history of Rikkyo itself and its various aspects. 

 

授業の内容（Course Contents） 

1874 年にその前身となる学校が成立から、20 世紀後半期までの立教の歴史を扱います。本学では「自校史」研究の蓄積があり

ますが、その研究成果をもとづきながら立教の歩みを紹介していきます。加えて、本講義にとって重要な知見を提供する、ゲスト・

スピーカーを招聘した授業を展開する予定です。その際には一部、授業計画を変更することがあります。 

 

The course will cover from 1874, when the school preceding Rikkyo was established, to the latter half of the 20th century. The 

university has accumulated research regarding its history, and this course will detail Rikkyo’s path through history as it was 

found by this research. In addition, we plan to invite a guest speaker who will present information essential to the course. 

Depending on this, some aspects of the syllabus are subject to change.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. アメリカ聖公会の日本伝道と創立者 C.W.ウィリアムズ 

3. 立教学校の誕生 

4. 文部省の訓令第十二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成立 

6. 関東大震災の影響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. 戦局の悪化と立教大学 

10. 敗戦から学園の再建へ 

11. 新制立教大学への移行 

12. 高度経済成長期における立教大学 

13. 「立大紛争」とその後の諸改革 

14. まとめ 

 

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

復習にあっては、授業内で配布した資料を確認ください。また、下記のテキストの「その他」欄で紹介した、『立教大学の歴史』

（PDF）を確認ください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(70%)/講義の要約に関する小レポート(30%) 

平常点に関して、講義の要約やコメントペーパーの内容については講義時に説明いたします。 

【変更前】筆記試験(Written Exam)70%, 平常点(In-class Points)30% (コメントペーパーの内容 10%,講義の要約 20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特に指定はありません。授業内で資料を配付しますが、下記「参考文献」内の『立教大学の歴史』をもとに授業をすすめます。な

お、『立教大学の歴史』は図書館リポジトリより PDFを閲覧することが可能です。 

 http://doi.org/10.14992/00009026 
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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. 日中韓３国共同歴史編纂委員会（編）、2012 年、『新しい東アジアの近現代史』上巻、日本経済評論社 (ISBN:978-4-535-

58630-7) 

3. 日中韓３国共同歴史編纂委員会（編）、2012 年、『新しい東アジアの近現代史』下巻、日中韓３国共同歴史編纂委員会（編） 

(ISBN:978-4-535-58631-4) 

立教史関連の諸研究については、下記のサイトを参照されたい。 

 立教学院史資料センターのサイト内の「研究」欄 

 http://www.rikkyo.ac.jp/research/institute/rikkyo_archives/research_results.html 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

立教学院の歴史に関しては、立教学院史資料センターのサイトにある「立教学院の歴史」欄を参照されたい。 

 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） 
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） 

日本語 

(Japanese) 

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。 

 

The aim of the course is for each student to broaden their view of universities and reflect on their own student life. 

The objectives are as follows: 

1) Students will understand the past and current situation of university education and become able to express opinions on the 

topic. 

2) Students will become able to express their thoughts about how they have related to university education in the past and how 

they will relate to it in the future. 

 

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。 

 

Students will learn about the history and current situation of universities, and the social situation behind them, focusing on 

educational functions and student life. In the process, students will have an opportunity to reflect on their own campus life as 

appropriate. 

The method of the course will be as follows: 

1) Classes will be composed of lectures, group work, and discussions, etc. 

2) We will emphasize dialog among class participants (talking, listening, reading, and writing). 

3) We will consider the number of students, and if possible, create opportunities for group presentations. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 自分にとって大学とは 

3. 大学と学生生活の誕生 

4. 日本の大学制度の成立と略史 

5. 大学教育・学生生活のレリバンス 

6. グループ発表課題の説明とグループワーク 

7. 大学の教育・学習の動向 (1)政治・経済の観点から 

8. 大学の教育・学習の動向 (2)学習論の観点から 

9. 大学の教育・学習の動向 (3)メディア・情報技術の観点から 

10. 大学教育の費用とその負担のありかた 

11. 大学の研究機能 

12. 人文社会系大学教育の意義とは 

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） 
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グループ発表が可能な場合、発表に向けたオンラインでのグループワークを授業内外で進めてもらいます。グループへの積極的

な貢献を一人一人に求めます。そのほか、 文献を読む、コメントを用意してくる等の課題を出します。「その他」の欄もよく読んで

履修を検討してください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

小テスト(30%)/授業内課題（グループ発表含む）(40%)/期末の授業内確認テスト(30%) 

グループ発表について：グループでテーマを設定し、オンラインでの発表とディスカッションを企画・実践する。履修者数が少なけ

れば個人発表とし、多ければ代替課題を検討する。 

【変更前】筆記試験(Written Exam)60%, 平常点(In-class Points)40% (授業内で取り組む課題、授業外で取り組む課題 40%) 

 

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) 

5. 古川安、2018、『科学の社会史―ルネサンスから 20 世紀まで』、筑摩書房 (ISBN:9784480098832) 

※その他の文献は授業中に紹介します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

教員と学生が、また学生同士が対話する双方向のやりとりを毎週行います。そのようなオンライン授業を希望するかどうか、よく

検討して履修してください。履修者には積極的な参加を求めます。 

 

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） 

日本語 

(Japanese) 

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） 

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） 

レポート試験(Report Exam)(100%) 

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。                     【変更前】筆記

試験(Written Exam)60％，平常点(In-class Points)40％（出席およびリアクションペーパー40％） 

 

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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■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） 
日本近現代史のなかの立教大学 

担当者名 

（Instructor） 
太田 久元(OTA HISAMOTO) 

学期 

（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） 

日本語 

(Japanese) 

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」をともに考えていきたい。 

 

Just what path has Rikkyo taken since its founding in 1874 to arrive at the present? In this course, students will learn the place 

that Rikkyo’s history and development has within contemporary Japanese history. While learning the peculiarities of Rikkyo’s 

history, we wish to ponder the question: “what is Rikkyo University?” 

 

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」の開始までを対象とし、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。立教大学の歴史的展開を明らかにしていくなかで、立教各校（小・中・高）の動向や他大学の事例

についても適宜紹介していく。そのほかゲストスピーカーの招聘を予定している。なお、進捗状況により、授業計画が若干変更す

ることがある。 

 

In this course, we will cover from Rikkyo’s founding in 1874 until the beginning of “integrated education given at collaborated 

continuous schools” in 2000. We will investigate the place that Rikkyo University’s history has within contemporary Japanese 

history. While shedding light on Rikkyo University’s historical development, we will introduce trends within each Rikkyo school 

(elementary, middle, and high school) alongside relevant examples from other universities. In addition, we plan to invite a guest 

speaker. Note that there may be small changes to the syllabus depending on the progress made. 

 

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 C.W.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. 新座キャンパス開校とその後の展開 

14. 学期のまとめ 

 

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

予習の必要はないが、授業後は配布したプリントをよく見直し、しっかり復習すること。その際、関連の参考文献を読むことで、授

業内容への理解を深めること。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） 

授業内レポート(20%)/授業内レポート(20%)/授業内レポート(20%)/授業内レポート(20%)/授業内レポート(20%) 

出席は毎回とる。4 回以上欠席した場合は、成績評価の対象としない。欠席する場合は、必ず担当教員まで連絡すること。私語

は厳禁。 

【変更前】筆記試験(Written Exam)70%, 平常点(In-class Points)30% (リアクションペーパーの内容 30%) 
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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、『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、『BRICKS AND IVY 立教学院百二十五年史図録』、学校法人立教学院 

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を参照すること。 

http://www.rikkyo.ac.jp/research/institute/rikkyo_archives/ 

 

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） 
近現代世界の中の「立教」 

担当者名 

（Instructor） 
田村 俊行（TAMURA TOSHIYUKI） 

学期 

（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） 

日本語 

(Japanese) 

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） 

われわれの生きる社会が歴史的生成物であるように、大学もまた時代状況に左右されながらそのあり方を変えてきた。本講義で

は、「立教」のあゆみを振り返ることで、立教大学の歴史を批判的かつ歴史学的に考察する力をつけることを目標とする。 

 

As all societies are historical products, universities are influenced by their times’ specific policies and political climate in history. 

By the end of this module, students should be able to think critically and historically about the history of Rikkyo University. 

 

授業の内容（Course Contents） 

アメリカ聖公会宣教師ウィリアムズによる開校以来、「立教」は 140 年あまりの歴史を有している。本講義では同時代の日本およ

び世界の状況を踏まえながら、そのあゆみを紹介する。とりわけ、キリスト教主義にもとづく教育とその放棄、ナショナリズムと立

教の日本化、第二次世界大戦の影響、戦後の教育の民主化、学生運動を取りあげる。 

 

It has been more than 140 years since Channing Moore Williams established the Rikkyo School at Tsukiji in Tokyo. We will 

consider the history of Rikkyo University, along with some historical events, especially the abandonment of religious education, 

nationalism, and the Japanization of Rikkyo University, the Second World War, the democratization of education, and student 

activism. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

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. キリスト教教育と文部省訓令 12号 

6. 立教大学の設立認可 

7. 関東大震災からの復興と立教学院の拡張 

8. 軍国主義の中の立教大学 

9. 日米開戦とキリスト教主義の危機 

10. 国家総動員体制下の立教大学 

11. キリスト教主義の再建 

12. 教育の民主化と新制立教大学 

13. 学生運動と立教大学 

14. まとめ 

 

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

授業前に前回のレジュメを見直し、復習すること。 

授業後には、疑問点・関心のある事柄について参考文献などで調べ、関連する知識を深めること。 

なお、授業時間内にコメントペーパーを記入する時間をもうける。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業内小レポート課題（15％×5 回）(75%)/リアクションペーパー(25%) 

毎回の出席を求める。出席回数が授業実施回数の 3 分の 2 に満たない場合は、単位取得不可とする。なお、授業時の私語など

には厳しく対応する。 

【変更前】筆記試験(Written Exam)60%, 平常点(In-class Points)40% (コメントペーパー40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

テキストは指定しない。授業時にレジュメ、資料などを配布する。 
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参考文献（Readings） 

1. 立教大学立教学院史資料センター編、2007、『立教大学の歴史』、立教大学 

上記参考文献は、立教大学学術リポジトリ（立教 Roots）のインデックス「立教学院史資料センター」からダウンロードすることがで

きる。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

立教大学の歴史・沿革：https://www.rikkyo.ac.jp/about/history/ 

立教学院の歴史や史資料など：https://www.rikkyo.ac.jp/research/institute/rikkyo_archives/ 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 

 - 468 - 

■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） 
近現代世界の中の「立教」 

担当者名 

（Instructor） 
 

学期 

（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） 

日本語 

(Japanese) 

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） 

われわれの生きる社会が歴史的生成物であるように、大学もまた時代状況に左右されながらそのあり方を変えてきた。本講義で

は、「立教」のあゆみを振り返ることで、立教大学の歴史を批判的かつ歴史学的に考察する力をつけることを目標とする。 

 

As all societies are historical products, universities are influenced by their times’ specific policies and political climate in history. 

By the end of this module, students should be able to think critically and historically about the history of Rikkyo University. 

 

授業の内容（Course Contents） 

アメリカ聖公会宣教師ウィリアムズによる開校以来、「立教」は 140 年あまりの歴史を有している。本講義では同時代の日本およ

び世界の状況を踏まえながら、そのあゆみを紹介する。とりわけ、キリスト教主義にもとづく教育とその放棄、ナショナリズムと立

教の日本化、第二次世界大戦の影響、戦後の教育の民主化、学生運動を取りあげる。 

 

It has been more than 140 years since Channing Moore Williams established the Rikkyo School at Tsukiji in Tokyo. We will 

consider the history of Rikkyo University, along with some historical events, especially the abandonment of religious education, 

nationalism, and the Japanization of Rikkyo University, the Second World War, the democratization of education, and student 

activism. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

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. キリスト教教育と文部省訓令 12号 

6. 立教大学の設立認可 

7. 関東大震災からの復興と立教学院の拡張 

8. 軍国主義の中の立教大学 

9. 日米開戦とキリスト教主義の危機 

10. 国家総動員体制下の立教大学 

11. キリスト教主義の再建 

12. 教育の民主化と新制立教大学 

13. 学生運動と立教大学 

14. まとめ 

 

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

授業前に前回のレジュメを見直し、復習すること。 

授業後には、疑問点・関心のある事柄について参考文献などで調べ、関連する知識を深めること。 

なお、授業時間内にコメントペーパーを記入する時間をもうける。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

リアクションペーパー(40%)/小テスト(40%)/小レポート(20%) 

毎回の出席を求める。出席回数が授業実施回数の 3 分の 2 に満たない場合は、単位取得不可とする。なお、授業時の私語など

には厳しく対応する。 

【変更前】筆記試験(Written Exam)60%, 平常点(In-class Points)40% (コメントペーパー40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

テキストは指定しない。授業時にレジュメ、資料などを配布する。 
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参考文献（Readings） 

1. 立教大学立教学院史資料センター編、2007、『立教大学の歴史』、立教大学 

上記参考文献は、立教大学学術リポジトリ（立教 Roots）のインデックス「立教学院史資料センター」からダウンロードすることがで

きる。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

立教大学の歴史・沿革：https://www.rikkyo.ac.jp/about/history/ 

立教学院の歴史や史資料など：https://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） 
近代日本における差別問題と人権―部落問題を軸に 

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） 

日本語 

(Japanese) 

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。 

 

By looking back on the history of minorities in modern Japan while focusing on the Buraku problem, we will help students to 

acquire a "sensitivity toward others" and deepen their understanding of human rights issues. 

 

授業の内容（Course Contents） 

最も理解しにくいであろう部落差別問題を軸にしながら、明治維新から現代までの近現代社会の、アイヌ･沖縄・ジェンダー・ハン

セン病等の歴史を講義し、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。 

 

We will provide lectures on the history of the Ainu, Okinawa, gender, leprosy, etc. in modern society from the Meiji Restoration 

to the present, focusing on the problem of Buraku discrimination that will be most difficult to understand, and questioning the 

state of modern society in Japan. We want to deepen students' understanding of the subject while also including the viewing of 

movies, etc. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 部落問題とは何か 

3. 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 

4. 近代国家の成立と再編される身分 

5. 国民の境界とマイノリティ 

 被差別部落／沖縄／アイヌ  

6. 部落問題の「発見」―部落改善政策の開始 

7. 米騒動／人種平等／自力解放運動の成立 

8. アジア・太平洋戦争と動員される差別 

 ハンセン病／被差別部落／女性／植民地 

9. 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） 

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（２） 

11. 引きなおされる境界―帝国の解体／戦後からの出発 

12. 市民への包摂と排除 

13. ドキュメンタリー映画「人間の街―大阪／被差別部落」（1987 年）を読み解く 

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） 

予め指示したテキストの該当範囲を読み，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） 

1. 黒川みどり、2011、『近代部落史』、平凡社新書 

 

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、2016、『創られた「人種」―人種主義と部落差別』、有志舎 
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3. 黒川みどり、2016、『入門被差別部落の歴史』、解放出版社 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■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） 
 

学期 

（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） 

日本語 

(Japanese) 

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や、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。 

 

Students will learn about how "diplomacy" actually relates to the "human rights" of people living their daily lives, such as 

human rights issues that have arisen in Japanese diplomacy, and human rights issues that Japanese diplomacy has been trying 

to solve and will think about how they can be involved in each issue as members of society.   

 

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。各問題やそ

れぞれの当事者の状況・立場を理解した上で、なぜその問題が生じたか、これまでに各国政府や国際機関、市民社会等が解決

のためにどのような努力を払ってきたのか、今後どのような解決方法がとられうるのか等について検討する。 

 

The course will provide a broad overview of human rights issues that have arisen in Japanese diplomacy and human rights 

issues that Japanese diplomacy has been trying to solve. After understanding the issues and the situation and position of each 

party, we will examine why did the issues arise; what efforts have been made by governments, international organizations, and 

civil society, etc. to date; and what kind of solutions can be considered in the future.  

 

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. 日中・日韓関係（１） 

6. 日中・日韓関係（２） 

7. 在日外国人 

8. 難民 

9. 開発援助（１） 

10. 開発援助（２） 

11. 国際人権システム（１） ・女性の権利 

12. 国際人権システム（２） 

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、必要に応じて別途指示する。 現在起きている出来事に注目しながら授業を進めるので、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期待される。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(70%)/毎回のコメントシート(30%) 

【変更前】筆記試験(Written Exam)70%, 平常点(In-class Points)30% (最終テスト(Final Test)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. 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) 

2. 芹田健太郎ほか、2017、『ブリッジブック国際人権法』（第２版）、信山社 (ISBN:4797223588) 
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参考文献は、随時必要に応じて指定する。 

 

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） 
 

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，社会調査の歴史的な概要，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。 

 

Students will understand the basic issues about the meaning and types of social surveys, and we will provide an outline of the 

basic issues concerning the process from collection of materials and data to analysis. 

 

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。 

 

While providing a summary of the purpose and methodology of social surveys, we will organize the types of quantitative and 

qualitative surveys, statistical surveys, and case study methods, and students learn about survey ethics together with the 

history of social surveys and types and examples of surveys. We will also outline the basic issues of processes from data 

collection to analysis such as questionnaire surveys and fieldwork. 

 

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 

 

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） 

コース内教材(40%)/課題提出(60%) 

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。 

【変更前】筆記試験(Written Exam)55%, 平常点(In-class Points)45% (コース教材内の練習問題 15%,課題提出 30%) 

 

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。 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

履修許可者は，4 月 10 日（金）～4 月 30 日（木）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。 

 

※学期中に 2 度のスクーリングを実施する。 

池袋［第 1 回］5 月 7 日(木)［第 2 回］7 月 7 日(火) 

新座［第 1 回］5 月 6 日(水)［第 2 回］7 月 8 日(水) 

どちらも昼休みに開催、場所は後日発表とします。 

 

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） 
 

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。 

 

Focusing on the technical aspects of social surveys, we will explain the specific methods for collecting and organizing data from 

the planning and design of the survey. The aim is that students will acquire the skills to plan and conduct social surveys, 

especially questionnaire surveys, and the skills to clarify the outline of the relevant issues. 

 

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。 

 

Ten classes will be used for quantitative surveys and five classes for qualitative survey data collection. Regarding quantitative 

surveys, we will deal with the planning and design of surveys, sampling and creation of questionnaires, survey methods, and 

concepts of data creation and analysis. For qualitative surveys, we will deal with planning of surveys and techniques for 

organizing collected data such as creation of field notes. 

 

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 

 

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） 

コース教材内の練習問題(40%)/課題提出（30％×2 回）(60%) 

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。 

【変更前】筆記試験(Written Exam)55%, 平常点(In-class Points)45% (コース教材内の練習問題 15%課題提出,30%) 

 

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） 
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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 18 日（金）～9 月 30 日（水）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。 

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） 
 

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。 

 

Students will learn basic knowledge of social survey data analysis and become able to analyze data descriptions and simple 

bivariate relationships and organize the results appropriately 

 

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。 

 

We will handle frequency distribution tables, graph creation, descriptive statistics such as representative values, variances, and 

variation coefficients, Gini coefficients, causal relationships and correlations, cross tabulation, regression analysis, and analysis 

of simple time series data. Students will also learn about organizing and presenting statistical data. 

 

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） 

 

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） 

コース教材内の練習問題(15%)/課題(課題(1)と課題(2)の計 2 回）(30%)/特別課題（特別課題 A と特別課題 B の計 2 回）(55%) 

筆記試験は定期試験期間に実施する。 

【変更前】筆記試験(Written Exam)55%, 平常点(In-class Points)45% (コース教材内の練習問題 15%,課題提出 30%) 

 

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。 
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※2 度のスクーリングの機会がある（予定） 

昼休みを予定。詳細は Blackboard 等 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） 
 

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。 

 

Students will think about society, position social survey data analysis as a tool to solve problems, and learn methods for using 

data to test inferences and hypotheses. 

 

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。 

 

Students will learn about the basic statistical knowledge needed for statistical data aggregation and analysis. From among 

descriptive statistics and inference statistics, the curriculum will be developed with an emphasis on inference statistics. 

Students will acquire the basic idea of inference statistics based on probability theory, and will learn basic statistics such as 

mean value, median, mode, variance, and standard deviation; indices that indicate the strength of the relationship between 

variables such as covariance and correlation coefficient; chi-square tests for cross-table related indices and independence; 

single regression analysis; control of partial correlation coefficients and confounding variables; and multiple regression analysis. 

In addition, students will learn about test theory such as t-test and analysis of variance. Students will learn the applied 

contents of statistics, and learn topics from analysis methods for dealing with univariates and bivariates to some analysis 

methods for dealing with three variables that are the entry point to multivariate analysis. 

 

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） 

 

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） 

コース教材内の練習問題(15%)/課題（2 回）(30%)/特別課題 A(25%)/特別課題 B(30%) 

【変更前】筆記試験(Written Exam)55%, 平常点(In-class Points)45% (コース教材内の練習問題 15%課題提出,30%) 
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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、内容を確認すること。 

 

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） 
 

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。 

 

Students will position multivariate analysis as a method for revealing important information hidden in data, and understand the 

basic ideas, representative methods, and usage methods in society. 

 

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。 

 

Students will learn the basic concepts and representative methods of multivariate analysis. In particular, we will describe (1) 

methods for prediction and factor search, and (2) methods for organizing and classifying complex information. Furthermore, 

through analysis exercises using the statistical analysis language R, students will understand the usage cases and roles of these 

methods. 

 

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 

 

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） 

授業内テスト（25％×4 回）(100%) 

筆記試験は定期試験期間に実施する。 

【変更前】筆記試験(Written Exam)60%, 平常点(In-class Points)40% (課題提出 40%) 

 

テキスト（Textbooks） 
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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 

5. 林雄亮・苫米地なつ帆・俣野美咲、2017、『SPSSによる実践多変量解析』、オーム社 

 

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

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。 

授業内容に関して質問がある場合は、学期中 2 回行われるスクーリングを利用されたい。 

 

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） 
 

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. Correlation and scatter plot 

13. Regression analysis 

14. Confounding 

 

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） 

Quiz(70%)/Report(30%) 

【変更前】筆記試験(Written Exam)60%, 平常点(In-class Points)40% (Assignments40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

None 

 

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） 

 



 

 - 485 - 

■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） 
 

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, estimation, 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 

 

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） 

QUIZ 70%（10%×7 回）(70%)/Final Report(30%) 

【変更前】筆記試験(Written Exam)60%, 平常点(In-class Points)40% (Assignments40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

None 

 

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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■FC001 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

文学への扉                       新座(Niiza) 

(Door to Literature) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
アメリカの短篇小説・詩を読む 

担当者名 

（Instructor） 
関根 全宏(SEKINE 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） 
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） 

アメリカ文学の代表的な作家の短篇小説・詩を読み、文学作品に対する造詣を深める。 

 

The course aims to deepen knowledge of literature by studying short novels and poems by iconic authors of American literature. 

 

授業の内容（Course Contents） 

毎回一つの短篇小説ないしは何篇かの詩を読み、それぞれの作家・作品の特徴を理解していきます。各回で扱う作品の作者略

歴や時代背景等を教員が講義した後、受講者間で作品に関する意見・解釈・問題提起等を共有し、様々な視点から作品を読ん

でいきます。毎回リアクションペーパー（小レポート）を提出し、学期末には一番興味をもった作品について短評を書いてもらいま

す。 

 

Read one short novel or several poems in each class to understand the characteristics of each author and work. After a lecture 

on biography of the author and historic background for each work, the students will share opinions and interpretations, and 

present issues concerning the works to gain understanding from diverse perspectives. A reaction paper (small report) is to be 

submitted at each class, and a small review is to be written on the most interesting work at the end of the semester. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション（アメリカ文学概説） 

2. ワシントン・アーヴィング「リップ・ヴァン・ウィンクル」（短篇） 

3. エドガー・アラン・ポー「黒猫」（短篇） 

4. エドガー・アラン・ポー「アナベル・リー」「大鴉」（詩） 

5. ハーマン・メルヴィル「バートルビー」（短篇） 

6. ウォルト・ホイットマン「アメリカの歌声が聞こえる」（詩）他 

7. エミリー・ディキンソン「わたしは死のために立ち止まれなかったので」(詩）他 

8. ロバート・フロスト「選ばなかった道」（詩）他 

9. アーネスト・ヘミングウェイ「インディアン・キャンプ」（短篇） 

10. ウィリアム・フォークナー「あの夕陽」（短篇） 

11. リチャード・ブローティガン「東オレゴンの郵便局」（短篇） 

12. レイモンド・カーヴァー「シェフの家」（短篇） 

13. レイモンド・カーヴァー「優しい光」（詩）他 

14. 最終レポート 

 

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

各回で扱う作品を事前に読み、気になった一節や問題提起したい箇所、自分の解釈を持参する。 

各作家・作品の特徴や解釈等を自分の言葉でまとめておく。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業参加度(20%)/リアクションペーパーの内容(40%)/最終レポート(Final Report)(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

適宜プリントを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 平石貴樹、2016、『アメリカ短編ベスト 10』、松柏社 (ISBN:4775402374) 

その他随時授業で紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■FC002 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

表象文化                        新座(Niiza) 

(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。 

 

We will consider "theater" as a cultural expression of society in the early modern period (Edo period) through Kabuki 

performances and production methods of that time. 

 

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。 

 

Lectures will be given on reading and interpreting leading works of Kabuki premiered in the Edo period Also, in order to deepen 

understanding of theatrical performances, students will watch performances and write theater reports. 

 

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 で資料を閲読すること、歌舞伎劇場で観劇すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(45%)/出席およびリアクションペーパー(15%)/感想文(20%)/観劇レポート(20%) 

学期中に各自歌舞伎の上演を見に行き、観劇レポートを提出しなければならない。 

【変更前】筆記試験(Written Exam)42%, 平常点(In-class Points)58% (観劇レポート 30%リアクションペーパ—および質問・解

答,28%) 

 

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)） 

本授業は zoomでリアルタイムで行いますが、一部は録画され、オンデマンドでもみられるようになります。zoomのリンクは授業
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が始まる前日に履修登録者に送ります。 

 

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(Niiza) 

(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。最終的には、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。 

 

Students will understand the general flow of Western art history, and understand the characteristics of each era, style, and 

artistic movement. Also, students will learn about artists and works that deserve particular attention, focusing on the 

contemporary political, social, and cultural contexts behind which art works are produced. Ultimately, the aim of the course is 

that the findings obtained through the classes enrich the students' future experiences of art appreciation. 

 

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。授業の基本的な進め

方としては、各回のテーマについて説明した上で、関係する美術作品をスライドとして提示し、それぞれに解説を加えてゆく。 

授業は通史として展開してゆくが、他の時代、地域の作品との比較検討を行うことで、西洋美術において頻出する重要な主題や

モティーフについても理解を深める。 

 

We will provide an overview of Western art history, from ancient Greek and Roman art to the artistic movements that developed 

in the early 20th century. As a basic approach for the course, after explaining the theme of each class, we will present related 

works of art as slides and provide commentary on each one. 

The classes will be developed as an overview of history, but we will conduct comparisons with works from other periods and 

regions to deepen students' understanding of the important subjects and motifs that frequently appear in Western art. 

 

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・フランスのバロック 

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：クールベとマネ、近代都市パリの表象 

11. 印象派：モネ、ルノワールを中心に 

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します。また、授業期間中に開催される特別展に関しては、授業

内でも随時紹介してゆきます。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/授業内課題(40%) 

レポートの詳しい内容、形式等は試験方法発表掲示を確認してください。<BR>【【5 月 30 日付変更】 変更前 成績評価方法・基

準：レポート試験 100％、備考：レポートは、春学期の間に実際に鑑賞した作品をテーマとしますので、美術館に足を運ぶことが提

出の必須条件となります。詳しい内容、形式等は試験方法発表掲示を確認してください。 
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テキスト（Textbooks） 

授業内で毎回プリントを配布します。 

 

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. 1999、『西洋美術館』、小学館 (ISBN:4096997056) 

3. 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します。 

 

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す。 

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(Niiza) 

(Art and Society) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
オランダ美術史：ルネサンスから現代まで 

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｣（あるいは「ネーデルラント美術」） 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。  

 

By understanding one theme called "Netherlandish art" not only from an art history perspective but from a multi-layered 

cultural and historical perspective, students will understand that it is possible to have diverse perspectives on specific research 

subjects.   

 

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｣ と呼ばれる繁栄を見せ、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、モンドリアン以降の 20 世紀美術までを射程とする。   

 

The art of painting in the Netherlands epitomized the country's prosperity in the 17th century, known as the "Golden Age," and 

had a major impact throughout Europe. Dutch art has also had a great influence on design and architecture. In this course, we 

will compare Dutch art from the Middle Ages to the 20th century with contemporary European art. Specifically, we will start 

with Hieronymus Bosch’s paintings in the 15th-16th centuries, then cover 17th-century Rembrandt, modernism in Van Gogh 

and 20th century art in Mondriaan and onward.  

 

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／イタリア美術との比較  

3. 「オランダ美術」を定義する② 17 世紀の同時代美術との比較  

4. 「17 世紀オランダ美術」前史：ルネサンス美術と北方美術  

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 二つの大戦のはざまで  

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） 

１．学期末の課題（最終レポート）では、①「授業内容のまとめ」と②「授業で扱った内容（作品・事項）を題材にした作品の制作」が

課されます。それを踏まえて、授業を受講すること。 

２．授業では、学生向けの配布物は殆どなく、板書／プロジェクター映写／口頭（日本語）の説明のみで行われます。ですので、

授業内容メモを厳密に取ることが必要になります。 

３．授業内で指示する美術館・博物館での展覧会を見学したり、授業内で紹介されるニュースなどをチェックすること。 

 

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%) 
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テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 熊澤弘、2011、『レンブラント 光と影のリアリティ』、角川書店 (ISBN:978-4-04-394412-5) 

2. ティル＝ホルガー・ボルヒェルト、2019、『ヒエロニムス・ボスの世界』、パイ・インターナショナル (ISBN:978-4-7562-5232-6) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

・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(Niiza) 

(History of Music) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
音楽とメディア、あるいはメディアとしての音楽 

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） 

音楽の歴史を通して、私たちの文化と音楽との関係、あるいは音楽がメディアとしてどのように機能してきたかを、分析・考察す

る。 

 

The purpose of this lecture is to analyze and consider the relationship between our culture and music and how music has 

functioned as a media throughout the history of music. 

 

授業の内容（Course Contents） 

音楽はメディアを通じてどのように発信されたのか、また音楽がメディアとしてどのようなメッセージを担ってきたのか。現代社会

の問題点をふまえてトピックを立てて歴史的な事例を分析し、その作品が生まれた文脈を考察していきたい。 

 

How was music transmitted through the media, and what kind of message has music played as media? Based on the problems of 

our modern society, I would like to set up topics and analyze historical cases to consider the context in which the work was 

born. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ムーサイよ語れ 

2. 演奏する身体 

3. 作品解釈の問題 

4. 批評家 

5. 楽譜を書く 

6. 販売戦略と広告 

7. 「分かりやすい」音楽 

8. 祝祭と権力 

9. オリンピック賛歌 

10. ナショナリズムと音楽 

11. プロパガンダ 

12. ラジオ・テレビ・映画 

13. レコーディング 

14. 未来のイヴ 

 

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

本講義は通史ではなく、ある歴史の一断面を提示する形で進めるため、歴史的背景となる高校程度の世界史と日本史の知識を

前提とする。 

楽譜の読解能力や語学力は特に必要としないが、それぞれがきちんとした問題意識をもち、講義に参加することが求められる。 

平常点は、各回終了時に回収するリアクション・ペーパーの内容に応じて採点する。 

出席さえすれば単位が与えられるものとは思わないこと。 

講義内容は、受講者の興味・関心にあわせてある程度の自由度を持たせるつもりである。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

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

講義の 3 分の２以上の出席と筆記試験を単位取得の最低条件とする。 

【変更前】筆記試験(Written Exam)50%, 平常点(In-class Points)50% (リアクション・ペーパー50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 
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1. アドルノ、『音楽・メディア論集』、平凡社 

2. 渡辺裕、『サウンドとメディアの文化資源学』、春秋社 

3. 大崎滋生、『音楽史の形成とメディア』、平凡社選書 

4. マクルーハン、『グーテンベルクの銀河系』、みすず書房 

講義の際、必要に応じて参考文献を示す。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

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(Niiza) 

(Music and Society) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
交響曲の歴史 

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） 

交響曲の歴史において、今日レパートリーの中核を成す時代の作曲家とその作品を取り上げながら、主にヨーロッパ社会との関

係について多面的な理解を深める。 

 

This course will deepen students' understanding of the relationship of the history of symphony with European society from 

multiple perspectives, while taking up composers and their works of the era that form the core of the repertoire today. 

 

授業の内容（Course Contents） 

講義。交響曲は社会や時代精神の変遷とともに発展し、同時に交響曲の役割りや理想も変化してきた。本講義では、各時代（古

典派、ロマン派）の諸相に、具体的な作品と特定のテーマをもってアプローチする。授業内容のイメージを明確にするため、以下

の授業計画には、あえて主に言及する予定の作曲家名や作品名等を記した。 

 

Lectures. The symphony has expanded with the transition of society and the spirit of the age, and at the same time the role and 

ideal form of symphony has changed. In this course, we will approach multiple aspects of each period（classical-romantic） 

through particular works and specific themes.  In order to make the course contents clear, in the following course plan, we 

have intentionally written the names of the composers and works, etc. which we plan to focus on. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンスと導入：「交響曲」とは何か？ 

2. 前古典派：交響曲の誕生と型の形成 

3. ヴィーン盛期古典派 1：エステルハージ公爵邸楽長時代の J. ハイドン 

4. ヴィーン盛期古典派 2：J. ハイドンのロンドン滞在と《ザロモン交響曲》 

5. ヴィーン盛期古典派 3：W. A. モーツァルトの交響曲創作 

6. ベートーヴェン 1：転換期としてのベートーヴェン 

7. ベートーヴェン 2：《田園交響曲》と「標題」 

8. ベートーヴェン 3：《第九交響曲》におけるジャンルの拡大 

9. ポスト・ベートーヴェンの交響曲 

10. ベルリオーズの管弦楽作品：「標題交響曲」の新たな展開 

11. ブラームスとブルックナー：絶対音楽としての交響曲への回帰？ 

12. ナショナル・シンフォニー：国民主義音楽と交響曲の国際化 

13. マーラー：最後のシンフォニストとそのジャンル意識 

14. R. シュトラウスと管弦楽作品：「交響曲神話」の崩壊 

 

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

本授業は音楽作品とその社会的コンテクストに光をあてるものであるが、音楽を扱う授業である以上、可能な限り、視聴覚資料に

触れたい一方で、交響曲というジャンルは規模が大きく、いわゆる「鑑賞」レベルの時間は取れない。それ故、メディアの種類は問

わないが、授業時間外で作品に触れる機会を積極的に設けること。また、授業で用いたスライドは、後日ブラックボードにアップす

るので、とりわけ各回の流れの理解に役立てて欲しい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/授業時に提出を求めたもの（リアクションペーパー、小レポート等）(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） 

特定のテキストは用いない。随時プリントを配布する他、授業で用いたスライドは、後日 PDF ファイルとしてブラックボードにアップ

する。 

 

参考文献（Readings） 
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初回授業時に参考文献表を配布する他、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。当然のことであるが、私語は授業の妨げになるため厳禁である。 

 

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(Niiza) 

(Seminar:Art Theory) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
西洋美術史研究入門 

担当者名 

（Instructor） 
瀧本 みわ(TAKIMOTO MIWA) 

学期 

（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） 

西洋美術史研究の根幹をなす作品記述と分析（様式、図像、図像解釈）の方法論を、講義において学び、発表を通じて実践す

る。 

 

In this course, the aim is to learn the methodology for description and analysis of works (style, iconography, iconographic 

interpretation) which forms the core of western art history research through the lectures, and practice through presentations. 

 

授業の内容（Course Contents） 

西洋美術史の基礎的な方法論を学びながら、受講者は、講師が準備した西洋美術の作品リストから作品を選び、与えられた課

題に取り組み、口頭発表を行う。発表で取り上げるのは、古代から近代までの西洋の美術作品である。口頭発表の後、クラス全

体での討論及び講評を行う。そして、発表で指摘された点を再検討し、新たな考察を加えて、課題作品に関する最終レポートを提

出する。 

 

Students will learn the basic methodologies of western art history, select a work from the list of western art prepared by the 

lecturer, work on given assignment, and make an oral presentation. Presentation will involve western artworks ranging from 

ancient to modern times. Oral presentation will be followed by class discussion and commentary. Points identified in the 

presentation will be reviewed with additional considerations for submission of the final report on the assigned work. 

 

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. 「作品を記述し、考察する（ディスクリプション）」とは？その方法と学び方 

3. 「様式」とは？その方法と学び方 

4. 「図像学」、「図像解釈学」とは？その方法と学び方 

5. 履修者による口頭発表と討論・講評 

6. 履修者による口頭発表と討論・講評 

7. 履修者による口頭発表と討論・講評 

8. 履修者による口頭発表と討論・講評 

9. 西洋美術史研究における様々なアプローチ：美術史研究の現在 

10. 履修者による口頭発表と討論・講評 

11. 履修者による口頭発表と討論・講評 

12. 履修者による口頭発表と討論・講評 

13. 履修者による口頭発表と討論・講評 

14. 履修者による口頭発表と討論・講評、全体講評、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、選択した作品に関する課題に関して、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、受講者全員に配布する

レジュメを準備する。発表課題の主要文献を講師が提示するので、文献を読み込み、内容をまとめる必要がある。また、発表課

題の作品のみならず、授業中で取り上げる作品に関しては、図書館やデータベースのウェブサイトを利用しながら、じっくりと図版

を眺め、美術作品を読むこと。美術館や展覧会にも足を運び、美術鑑賞を楽しく、身近なものに感じてもらいたい。 

 

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、リアクション・ペーパー(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. オットー・ぺヒト、1982、『美術への洞察 : 美術史研究の実践のために』、岩波書店 (B000J7HVQK) 
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2. ケネス・クラーク、1985、『名画とは何か』、白水社 (ISBN:4560039313) 

3. マルシア・ポイントン、1995、『はじめての美術史―ロンドン発、学生着』、スカイドア (ISBN:4915879259) 

4. 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) 

5. 若桑みどり、2005、『イメージを読む[美術史入門]』、筑摩書房 (ISBN:4480089071) 

6. 池上英洋、2012、『西洋美術史入門』、筑摩書房 (ISBN:9784480689139) 

この他にも、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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■FC008 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

音楽論演習                       新座(Niiza) 

(Seminar:Music Theory) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
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） 
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） 
 

 

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。 

 

The aim is not only to enjoy listening to and performing music, but also to understand music in a social context as culture. 

 

授業の内容（Course Contents） 

受講者が自分の関心のある音楽(あるいは舞踊）を他の受講生に紹介するショートプレゼンテーション（5－10 分）と(b)あらかじめ

設定した選択肢から主題を一つ選び、独自の事例に基づいた研究成果を発表するロングプレゼンテーション、および受講生での

議論によって進める。本年度のロングプレゼンテーションの主題は①音楽(舞踊）と身体、②音楽と言語、③オリジナルとコピー(創

作と模倣）、④音楽における視覚あるいは舞踊における聴覚、⑤音楽(舞踊）とテクノロジー、(6）音楽と政治のうちいずれかを選ぶ

ものとする。 

 

The course will proceed with the two approaches of (a) Individual short presentations (5-10 minutes) and (b) Individual long 

presentations （15-20min) based on a preset themes, with original research and data (15-20min) , and a discussions among the 

students based upon the presentation. Possible topics for long presentation are: (1) Music（or dance) and body, (2) Music and 

language, (3) Original and copy (creation and imitation), (4) The visual in music, or the aural in dance  (5)Music (or dance) and 

technology. (6)Music (or dance) and politics. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション、自己紹介、分担発表など 

2. (a)ショートプレゼンテーション① 自分の関心のある音楽や舞踊を紹介するミニ発表 

3. (a)ショートプレゼンテーション② 自分の関心のある音楽や舞踊を紹介するミニ発表 

第 5 回から開始する(b)発表の準備と相談 

4. (a)ショートプレゼンテーション③ 自分の関心のある音楽や舞踊を紹介するミニ発表 

第 5 回から開始する(b)発表の準備と相談 

5. (b)ロングプレゼンテーション 音楽(舞踊）と身体 

6. (b)ロングプレゼンテーション 音楽(舞踊）と身体 

7. (b)ロングプレゼンテーション 音楽と言語 

8. (b)ロングプレゼンテーション 音楽における視覚または舞踊における聴覚 

9. (b)ロングプレゼンテーション 音楽における視覚または舞踊における聴覚 

10. (b)ロングプレゼンテーション：オリジナルとコピー 

11. (b)ロングプレゼンテーション：音楽(または舞踊)とテクノロジー 

12. (b)ロングプレゼンテーション：音楽(または舞踊）とテクノロジー 

13. (b)ロングプレゼンテーション：音楽と政治 

14. 総括討議 

 

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

それぞれのプレゼンテーションの発表準備は授業時間以外に行うことになります。 

 

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） 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

注意事項 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。発表に際しては、テーマの大枠は予め決められていますが、その範囲内で個人の関心の方向性

や材料の選択をすることができます。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ります。 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 

 - 502 - 

■FC009 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

キリスト教美術                     新座(Niiza) 

(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） 
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） 
オンデマンド授業 

 

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。 

 

Knowledge of Christian art is a key element in understanding Western art and the Christian worldview. Starting with the basics 

necessary to read Christian art, the aim of this course is that students not only become able to understand the meaning of the 

subjects and motifs, but by paying attention to the historical and social background in which the images were created, students 

deepen their understanding of the various functions of the imagery and its relationship with society. 

 

授業の内容（Course Contents） 

普段美術館の展示室で「美術作品」として、その時々のテーマに沿った組み合わせで並べられた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。 

まず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。 

授業後半では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。神の姿を図像化したい、神の存在を感じたいという要請と偶像崇拝の危険をめぐる葛藤を大きなテー

マとして考えていきます。 

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。 

 

 

We often see these images arranged by theme as "art works" in museum exhibition rooms, but in this course we will explore the 

functions of the diverse situations in which sacred religious images were originally placed. 

We will start by learning the basic knowledge of iconographical interpretation by first looking at many examples and coming to 

know the meaning of recurrent subjects and symbolic motifs in Christian art. 

In the second half of the course, we will also examine the relationship between the image and Christianity from a historical 

viewpoint, tracing back the Christian prohibition of idol worship to Judaism. The conflict between the desire to make images of 

God and to feel His presence thereby and the risk of idolatry will be a major theme. 

Some people think that "art" is something that is appreciated or evaluated based on feelings or the presence of talent, where 

the criteria are vague and hard to understand, or where the value can be determined by the current asset valuation. However, 

with such a way of thinking alone we cannot understand the senses of people of different times and regions from us today. In 

this course, we will focus on what kind of society the work was born in and how it was viewed, and consider Christian art as an 

object of religious admiration or a visual information media that conveys various messages. 

 

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、アンケートに回答など。 

2. キリスト伝１－「幼児伝」「公生涯」 

3. キリスト伝 2－「受難伝」 

4. 聖母マリア伝－「マリアの幼児伝」「受胎告知」「聖母子像」「聖母被昇天」 

5. 聖母マリアの夫、聖ヨセフ伝 

6. 旧約聖書に基づく主題  

7. キリスト教美術の草創期 1－古代ローマにおけるキリスト教と図像を取り巻く状況  
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8. キリスト教美術の草創期 2－初期キリスト教時代の図像の様相 

9. キリスト教と図像の葛藤と折り合い－イコノクラスム 

10. キリスト教と図像の葛藤と折り合い－人の手によらないイコン 

11. キリスト教と聖遺物 1 

12. キリスト教と聖遺物 2 

13. 都市と守護聖人―中世都市シエナを事例に 

14. まとめ 

 

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） 

リアクションペーパー(20%)/中間レポート(40%)/最終レポート(40%) 

【変更前】筆記試験(Written Exam)80%, 平常点(In-class Points)20% (随時行うコメントペーパーの提出 20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

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. 秋山聰、2018、『聖遺物崇敬の心性史 : 西洋中世の聖性と造形』、講談社学術文庫 (ISBN:9784065135181) 

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. 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) 

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。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。池上英洋著、『西洋

美術史入門』、ちくまプリマ―新書、2012。 

 

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） 

全ての授業回を音声付きパワーポイントによるオンデマンドで行い、全授業回について本来の授業日時（火、４限）に倣って授業

日の火曜９時までに授業内容をアップすることにします。授業を視聴したうえで行うリアクションペーパーや課題レポートの提出を

もって、授業に出席したことと見なします。 

 

【オンデマンド配信スケジュール】 

本来の授業日程（秋季臨時休業期間と休講日に該当する 11 月 3 日、11 月 24 日を除く火曜 4 時限）に沿って、火曜日午前 9 時

までに、授業内容を配信します。 

第 1 回：9 月 22 日  

第 2 回：9 月 29 日 

第 3 回：10 月 6 日 

第 4 回：10 月 13 日 

第 5 回：10 月 20 日 

第 6 回：10 月 27 日 

第 7 回：11 月 10 日 

第 8 回：11 月 17 日 

第 9 回：12 月 1 日 

第 10 回：12 月 8 日 

第 11 回：12 月 15 日 

第 12 回：12 月 22 日 

第 13 回：1 月 12 日 

第 14 回：1 月 19 日 

 

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(Niiza) 

(Christian Music) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
キリスト教音楽の歴史--その変遷と多様性について-- 

担当者名 

（Instructor） 
新林 一雄(NIIBAYASHI 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） 
CMP2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

キリスト教が成立してから 20 世紀までの間に教会で演奏された音楽について考察し、理解を深める。 

 

This course will discuss the music played in churches from the beginning of Christianity until the 20th century. 

 

授業の内容（Course Contents） 

本講座は講義形式とする。教会音楽は、ヨーロッパの音楽の歴史（西洋音楽史）を理解するために欠かせない音楽ジャンルの一

つである。この講座では、西洋音楽史において取りあげられることが多い作曲家の曲について、そのテーマや特色、作曲の背景

などを検証する。授業では演奏を聴くだけでなく、作曲の技法や音楽の理論、社会の情勢を視野に入れて楽曲を分析する。履修

者には、楽器の演奏や楽譜を読むなどの音楽に関する専門の技術・知識の有無は問わないが、音楽への積極的な関心、音楽を

理解したいという意欲を求める。 

 

The course will consist of lectures. Church music is one of the major music genres which is indispensable to understand the 

history of Western music. This course will examine the theme, feature, and background to compositions, focusing on works that 

are often explained in Western music history. In the classes, we will not only listen to music but also analyze the music based 

on composition technique, music theory and social situation. There is no necessity, whether students have professional skills or 

knowledge of music, but they should have an interest in music and be motivated to understand music. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. キリスト教音楽の概観 

2. グレゴリオ聖歌の成立 

3. 中世の教会音楽 

4. 初期ルネサンスにおける教会音楽 

5. 盛期ルネサンスにおける教会音楽 

6. 宗教改革と対抗宗教改革 

7. バロック時代のイタリア 

8. バロック時代のフランスとイングランド 

9. バロック時代のドイツ① 

10. バロック時代のドイツ② 

11. 古典派の教会音楽 

12. ロマン派の教会音楽 

13. 20 世紀の教会音楽 

14. キリスト教音楽のまとめ 

 

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

図書館所蔵の音楽辞典等を利用すること。授業中に活用法を紹介する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(40%)/毎授業での小テスト（4％×15 回）(60%) 

2/3 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。 

【変更前】平常点(In-class Points)100% (最終レポート(Final Report)40%第 1 回小テスト,20%第 2 回小テスト,20%第 3 回小テス

ト,20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特に指定しない。 

 

参考文献（Readings） 



 

 - 505 - 

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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■FC012 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

建築と文化                       新座(Niiza) 

(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。 

 

The aim of this course is for students to become able to understand Japanese society and culture, and intercultural 

communications through the characteristics of the architecture and cities of each era from ancient times to modern times and 

their transformation process. 

 

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、住宅を中心に日本人の生活と暮らしについて学び、さらに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。 

 

Japan has incorporated various cultures, religions, political systems, and thought from the Chinese continent, the Korean 

peninsula, and the West, fusing them with the Japanese climate, topography, existing culture, and religion to build various 

architecture and cities. At the same time, architecture and cities are places where people live their lives and places where new 

cultures are born and nurtured. In this course, students will learn about Japanese life and living mainly focused on housing, and 

we will broaden our horizons to urban facilities, and students will learn about the characteristics of Japanese architecture and 

cities, their transitions, and the life and culture of the people who live in them. 

 

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. 建築史の基礎知識 

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・社交） 

7. 江戸の成り立ち 

8. 東京の成り立ち 

9. 戦後日本 

10. 住まいと文化 3（食生活と暮らし） 

11. 住まいと文化 4（水回りと暮らし） 

12. 衛生と建築・都市（公衆浴場、病院など） 

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） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/リアクションペーパーの内容(20%)/中間レポート(20%) 

中間レポートの詳細は第 1 回の講義にて提示する。【変更前】筆記試験(Written Exam)45％、平常点(In-class Points) 55％、リア

クションペーパーの内容(30%) 、レポート(25%) 備考(Notes) レポートの詳細は第 1 回の講義にて提示する。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。 
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参考文献（Readings） 

授業中に適宜提示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

参考文献、課題の提出などに Blackboard を使用する。 

 

注意事項（Notice） 

本科目は、担当教員の実務経験、または実務に従事するゲスト・スピーカーの招聘講義等を活かした授業である。 
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■FC013 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

舞踊論                         新座(Niiza) 

(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。 

 

This course takes up a diverse range of dances in society, and cultivates students' ability to explore the meaning of dance 

which is one of human cultures by understanding dance theoretically and scientifically from various viewpoints. 

 

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」「教育の中の舞踊」

「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。 

 

This course touches on the background of cultures rooted in communities and of the dancers that appear in these comunities 

to deepen students' understanding of dance through related research. The dances to be taken up are "dance in our life", 

"dance in art",  "dance in education", and "dance in physical science", etc. In the classes, we will study dance while watching 

videos as appropriate. 

 

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. モダンダンスの発展 

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（レジュメ／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)） 

 

 



 

 - 509 - 

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(Niiza) 

(Visual Expression and Society) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
映像メディアと現代社会の関係について 

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。  

 

The aim is to deepen students' understanding of the relationship between "visual media" and "society" in the present age, and 

for students to acquire the attitude and critical awareness necessary to live in today's complex and diverse "visual media-

based society."   

 

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、現代社会の在り方を示した作品

を、多様な角度から取り上げ、視聴し、それに基づいて考察を行います。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。映像史において、重要な問題提起をした作品を鑑賞します。扱う作品および監督については、その都度、説明、解説を行いま

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。  

 

The 21st century society in which we live is based on advanced media technology. In this course, we will take up works that are 

representative of contemporary society from various angles, view them, and consider them based on this. The works to be 

taken up are mainly older films. We will carefully watch works that have raised important issues in the history of visual media. 

We will explain and comment on the works and directors that we deal with each time. In addition, please consider the following 

course plan as a rough guide of the overall flow.   

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション １９世紀、映像の誕生 

2. 映像の前史 映像の起源とメカニズム、および哲学との関係性について 

3. リュミエール兄弟による「シネマトグラフ」の発明 

4. フィクションとドキュメンタリー 

5. ドキュメンタリーとは何か？ 映像による記録の意義と問題点 

6. 映像メディアと政治のつながり 

7. 中間まとめ 

8. 作品の鑑賞および解説（１） 

9. 作品の鑑賞および解説（２） 

10. 作品とその思想（１） 

11. 作品とその思想（２） 

12. 現代の映像社会の在り方について考える（１） 

13. 現代の映像社会の在り方について考える（２） 

14. 全体まとめ 要約と結論 

 

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

本授業では、ただ映像を観て感想を述べるのではなく、自分自身で考え、問題提起する能力を身につけることを目標としていま

す。そのため、授業後は配布したプリントを復習すると共に、テキストを読むことで、授業内容への理解を深めていくことが重要で

す。 

映像と社会について真剣に考えてみたい人を歓迎します。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(70%)/平常点（リアクション・ペーパー及び授業に臨む姿勢）(30%) 

レポートを重視します。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 築地正明、2019、『わたしたちがこの世界を信じる理由』、河出書房新社 (ISBN:978-4-309-24936-0) 
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授業内でプリント（テキスト及び参考文献のコピー等）を配布しますが、読解力を養うために、できる限り自主的に読むようにしてく

ださい。 

 

参考文献（Readings） 

1. 日高優 編、2016、『映像と文化』、幻冬舎 (ISBN:978-4-344-95302-4) 

その他、授業内で適宜紹介していきます。  

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

フィードバックは、授業内で適宜おこないます。 

参考図書を紹介したページ。 

https://honto.jp/booktree/detail_00010690.html 

テキストの内容に関わるページ。 

https://dokushojin.com/article.html?i=6391 

 

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(Niiza) 

(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。 

 

The aim is to understand what the body can do and what body expression is through theories about body and body expression. 

 

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。 

 

In this course, we will introduce how the human body, and expressions of the body such as human behavior, action, 

performance, and artistic expression, etc. have been considered in philosophy, while considering issues such as the mind and 

body, perception and action, creative expression and secondary expression. We will also clarify what meaning and value 

philosophical thinking about body and body expression has. 

 

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)） 
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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(Niiza) 

(Literature in the German-speaking sphere) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
ドイツ文学のなかの〈恋愛〉のかたち 

担当者名 

（Instructor） 
大山 浩太(OYAMA 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） 

授業で取り上げるドイツ語圏の文学、およびそれらをもとに作られたオペラや映画などをきっかけにして、外国の文化に関心をも

てるようになる。 

 

The purpose of this course is to encourage interest in foreign cultures, through German-speaking sphere literature, and opera 

and cinema based on the literature studied in class. 

 

授業の内容（Course Contents） 

恋愛において大きな苦しみを味わい、不幸に至った「不運な男」が登場する作品を取り上げることで、ドイツ文学に描かれた恋愛

のかたち、人間関係について考えてく。 

 

By studying works involving “unlucky male” characters who experience significant suffering through love and fall into misfortune, 

consider the forms of love affairs and human relationship depicted in German literature. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 日本の中のドイツ、ドイツの中の日本 

2. 恋愛文学の成立 

3. ゲーテ『若きヴェルテル』の悩み ① 

4. ゲーテ『若きヴェルテル』の悩み ② 

5. シラー『ドン・カルロス』 ① 

6. シラー『ドン・カルロス』 ② 

7. ハインリヒ・マン『ウンラート教授』 ①  

8. ハインリヒ・マン『ウンラート教授』 ② 

9. トーマス・マン『ヴェニスに死す』 ① 

10. トーマス・マン『ヴェニスに死す』 ② 

11. ヴァルザー 『マリーエンバートの悲歌』 ① 

12. ヴァルザー 『マリーエンバートの悲歌』 ② 

13. 授業の復習 

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） 

授業で取り上げた作品を、授業以外でも積極的に読んでみてください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

平常点（毎回のリアクションペーパー）(70%)/学期末レポート(30%) 

平常点（毎回のリアクションペーパー）と学期末のレポート。 

【変更前】筆記試験(Written Exam)60%, 平常点(In-class Points)40% (コメントペーパー40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

必要に応じてプリントを配布します。 

 

参考文献（Readings） 

 

 



 

 - 515 - 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

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(Niiza) 

(Literature in the French-speaking sphere) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
ジャン・コクトーから始める 20 世紀のフランス語圏文学と映像 

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） 

20 世紀の中葉に生きたジャン・コクトーは、20 世紀のフランスが誇った万能の天才だった。詩、小説、演劇、そして映画を網羅し

たその活動領域を通して、20 世紀フランス語圏の文学と映像を知る。 

さまざまなジャンルのアートを横断的に見てゆくことによって、同時代的な広がりと地域的な広がりの双方を見通すことができるよ

うになる。 

と同時に、そこから文学のおもしろさを再発見することを目指す。 

 

In this course, students learn the 20th century French literature through the works of Jean Cocteau, universal genius of 20th 

century. Cocteau was not only a remarkable poet, but also a splendid novelist and cinéaste.  

Students will realize the relish of litetature by considering art of various genres. 

 

授業の内容（Course Contents） 

1889 年に生まれ、1963 年に亡くなったジャン・コクトーは、20 世紀芸術を語る際にもっとも重要な人物のひとりだ。彼の作品に加

えて、その交遊関係もまた重要なものだ。 

シュルレアリスムに荷担しながらも距離をおき、ロシアのアーティストたちとの交遊はもちろん、ココ・シャネル、サティ、ピアフ、藤

田嗣治……20 世紀が彼のまわりに集ったのだった。 

この講義では、詩人としてのコクトーを中心にしながら、音楽や絵画、そして映画まで、コクトーが手にとったアートを俎上に載せて

紹介しながら、そこから広がってゆく同時代の文学、芸術、その他を網羅的に見てゆきたいと考えている。 

もちろん、あまりに広いものであるがゆえに、すべてをカヴァーすることはできないので、もっとも特徴的である詩と絵画、そして映

画を３つの核として構成してゆく予定だ。 

 

Jean Cocteau, born1889 and died 1963, is a one of most important figure when talking about 20th century art and literature. But 

also his associates are very interesting: Ballet russe, Coco Chanel, Erik Satie, Edith Piaf, Tsuguharu Fujita etc. 

In this course, students learn 20th century poems, music, paintings and cinéma through Cocteau. Especially, lectures will be 

focused on poems, paintings and cinéma. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 〜 ジャン・コクトー入門 

2. まずは詩の世界を覗いてみる 

3. ダダからシュルレアリスムの時代に 

4. シュルレアリストを気取ってみる 実験と実践 

5. シュルレアリスム映画を見てみよう 

6. 『詩人の血』＝コクトーの映画の新しさとおもしろさを発掘する I 

7. アート系映画の始まりへ ブニュエルとダリ 

8. その頃、バレエの世界では… 

9. エリック・サティを聴いてみよう 

10. エコール・ド・パリのなかのコクトー 

11. 『美女と野獣』＝コクトーの映画の新しさとおもしろさを発掘する II 

12. 祝福された呪われた作家 

13. コクトーの時代と 20 世紀を振り返る 

14. まとめ 〜 コクトーの後継者の謎 

 

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

「私の耳は貝の殻／海の響きを懐かしむ」というよく知られた詩があるように、コクトーの詩は日本ではなじみ深いもの。詩集をぱ

らぱらとめくってもらうほか、彼の映画作品も手軽に見ることができるので、先に触れておいて欲しい。 

また、配布する資料関係は Blackboard にアップするので、適宜、チェックすること。 
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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%)/授業中のプレゼンテーション(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 高橋洋一、2003、『ジャン・コクトー 幻視の美学』、平凡社 (ISBN:4582764843) 

2. 西川正也、2004、『コクトー、1936 年の日本を歩く』、中央公論新社 (ISBN:4120035719) 

3. ジャン・コクトー、1991、『美女と野獣 ある映画の日記』、筑摩書房 (ISBN:4480871705) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

本科目は、担当教員の実務経験、または実務に従事するゲスト・スピーカーの招聘講義等を活かした授業である。 
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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(Niiza) 

(Literature in the Spanish-speaking sphere) 

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。 

 

Students will learn and become able to explain the regional, historical, cultural and stylistic characteristics of Latin American 

and Spanish literature. 

 

授業の内容（Course Contents） 

スペイン語圏地域について歴史的な経緯を踏まえたのち、映画などを利用しつつ、この地域の文学を学び、地域的・文化的・様式

的特徴を学ぶ。 

 

After hearing an historical overview of Iberia and Latin America, students will learn the literature of this region and also study 

regional, cultural, and stylistic features, using videos, etc. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. ラテンアメリカ概観 

3. ラテンアメリカ地域の広がりー『シークレット・パラダイス』 

4. 1492 とスペインー『コロンブス、永遠の海』 

5. 反米主義ー『モーターサイクル・ダイアリーズ』 

6. ラテンアメリカのシェイクスピアー『ウェストサイド物語』 

7. ラテンアメリカの「顔」 

8. 他者を描くことの問題ー『冷血』 

9. コンタクトゾーンー『蜘蛛女のキス』 

10. 埋葬、祝祭ー『愛その他の悪霊について』 

11. 文学史と正典ーキューバと『我らの大地』 

12. テスティモニオ（証言）の力ー『私の名はリゴベルタ・メンチュウ』 

13. 翻案ー『ジュリエッタ』 

14. スペイン文学の古典ー『ドン・キホーテ』 

 

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

授業で利用する映画や文学作品はすべ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)(70%)/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. 久野量一、2018、『島の「重さ」をめぐってーキューバの文学を読む』、松籟社 (ISBN:4879843644) 

2. エドゥアルド・ガレアーノ、2019、『日々の子どもたち あるいは 366 篇の世界史』、岩波書店 (ISBN:4000245406) 

 

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(Niiza) 

(Literature in the Chinese-speakingsphere) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
先秦時代から唐代までの時代を代表する詩人から探る中国語圏の文学史 

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る。古代から各時代を代表する詩人を取り上げ中国社会における文学に対

する認識を探る。そのうえで中国語圏の文学の普遍性と独自性を掘り下げる 

 

We will look into literature in the Chinese-speaking sphere from a historical perspective and students will acquire basic 

knowledge. We will take up poets representing each era from ancient times  and explore the recognition of literature in Chinese 

society. Then we will delve into the universality and uniqueness of literature in the Chinese-speaking sphere. 

 

授業の内容（Course Contents） 

中国では古来士大夫と言われる知識人が文学の担い手であった。そのため、文学は社会の営みの中でコミュニケーションのツー

ルとして存在し、儒家の価値観を反映してその最上位にある。徳を身につけ身につけた徳を世の為に生かすための道具であっ

た。具体的に政治的な実践の場で自分の能力を発揮するためのものでもあった。中国語圏では文学が社会性倫理性政治性を持

つという基本的な認識を持ち、先秦時代から唐代までの詩人を通して、中国文学史を扱う。 

 

In China, intellectuals who were called ancient Chinese scholar-bureaucrats were the leaders of literature. Therefore , literature 

existed as a communication tool in the activities of society, and was at the highest level reflecting the values of the Confucians. 

It was a tool for acquiring virtue and for making it available to the world. Specifically, it was a tool to demonstrate their abilities 

in practice in political terms. With a basic recognition of having sociality ,ethics, and politics in the Chinese-speaking sphere, we 

deal with Chinese literary history through poets from the pri-Qin period to the Tang Dynasty.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 花と風雨 

中国文学の基礎知識・典故・修辞法について 

2. 詩経と楚辞 

春の憂鬱、秋の悲哀 

3. 古詩十九首 

恋愛の不成就と人生の儚さ 

4. 史記  廉頗と藺相如 

悲憤慷慨の文学 

5. 悲劇の才女・女傑ー女性を主人公とする叙事詩 

6. 木蘭 

7. 陶淵明 『桃花源記』－理想郷を求めて 

8. 李白と月 

9. 寒山と月ー禅語を中心として 

10. 杜甫と戦乱 

11. 白居易 『長恨歌』 

12. 李商隠ー恋愛詩を中心として 

13. 『論語』 － 人生の応援者 孔子 

14. 悲観と楽観 

 

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%)/毎回の授業時のリアクションペーパー(50%)/授業時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） 
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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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■FC020 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

朝鮮語圏の文学                     新座(Niiza) 

(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。   

 

Students will learn about leading works and writers of Korean literature, and understand the atmosphere and background of 

each era, and how people think and feel, etc. by reading the works.   

 

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 1390 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。   

 

We will make use of both lectures and seminars. In the classes, after mainly explaining the artist's life and the background of the 

age concerning literature since the 1390s, we will distribute print-outs of parts of typical works and read them. In addition, 

students will read the works given as a task, summarize the contents, and present in class. Students will write a reaction paper 

at the end of the class. All classes will be conducted in Japanese, and we also use a Japanese translation of the textbook.   

 

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. 口碑文学 3 

5. 古典文学１  

6. 古典文学 2 

7. 近現代文学１  

8. 近現代文学２ 

9. 発表とディスカッション１ 

10. 発表とディスカッション 2 

11. 発表とディスカッション 3 

12. 発表とディスカッション 4 

13. 発表とディスカッション 5 

14. 発表とディスカッション 6 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） 

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。    

 

参考文献（Readings） 

1. 『朝鮮近代文学選集１～７』、平凡社 
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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 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FC081 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

演芸の世界                        

(World of Entertainment 'Engei') 

担当者名 

（Instructor） 
細井 尚子(HOSOI 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） 
CMP2310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

2016 年度以降 1 年次入学者対象 

 

対面授業（詳細は

https://spirit.rikkyo.ac.jp/academic_affairs/common/SitePages/stuinfo21.aspx 掲載の

対面授業実施科目一覧を確認のこと） 

 

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。 

 

Under the influence of the transition from modernization to globalization, the attributes of "performing arts" in the 

entertainment market have been replaced in new contexts, and they function as "entertainment software". This course will help 

student understand the characteristics of popular culture in the post-globalization era through the entertainment halls (yose 

theater) that are the iconic spaces of the "performing arts" and the performances that are performed there. 

 

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。 

 

Like "ENGEKI(theater)", "ENGEI" is a concept that has been established in the modern age. Although they  refer to various of 

arts (forms of performance), they have something in common: they are consumption-type entertainment and the performance 

space is small and the art is easy to enjoy. In today's globalized world, since the appearance of the Walkman the individual forms 

of enjoyment and the value of live performance were re-valued, regardless the consumers' own attributes and the attributes of 

the arts (form of performance). Consumers are able to select their preferred art (form of performance) from a variety of parallel 

options in Japan and overseas, which show that a new form of consumption in entertainment has been established. In this 

course, we will invite the actor/actress who are dedicated to the art of entertainment hall(寄席艺能) as lecturers to share 

specific examples so that we can understand better the world of the entertainment (yose performance). 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 9 月 26 日 オリエンテーション＋概要説明 

細井尚子・宮信明 

 

【変更前】 

10 月 3 日 オリエンテーション＋①読むー講談の特徴と歴史（講義） 

細井尚子・宮信明・一龍齋貞橘 

2. 9 月 26 日 講義で取り上げる各芸態入門（講義） 

細井尚子・宮信明 

 

【変更前】 

10 月 3 日 ②読む 講談を体験する（実演、トーク、ワークショップ） 

細井尚子・宮信明・一龍齋貞橘 

3. 10 月 3 日 読む① 講談の特徴と歴史（講義）＋実演 

細井尚子・宮信明・一龍齋貞橘 

 

【変更前】 

10 月 3 日 ③読む 講談の世界とその芸＋講師トーク・セッション、質疑応答 

細井尚子・宮信明・一龍齋貞橘 
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4. 10 月３日 読む② 講談の世界とその芸（ワークショップ）＋講師トーク・セッション、質疑応答 

細井尚子・宮信明・一龍齋貞橘 

 

【変更前】 

10 月 17 日 ①話す 落語の特徴と歴史（講義） 

細井尚子・宮信明・入船亭小辰 

5. 10 月 17 日 話す① 落語の特徴と歴史（講義）＋実演 

細井尚子・宮信明・入船亭小辰 

 

【変更前】 

10 月 17 日 ②話す 落語を体験する（実演、トーク、ワークショップ） 

細井尚子・宮信明・入船亭小辰 

6. 10 月 17 日 話す② 落語の世界とその芸（ワークショップ）＋講師トーク・セッション、質疑応答 

細井尚子・宮信明・入船亭小辰 

 

【変更前】 

10 月 17 日 ③話す 落語の世界とその芸＋講師トーク・セッション、質疑応答 

細井尚子・宮信明・入船亭小辰 

7. 11 月 28 日 切る① 紙切の特徴と歴史（講義）＋実演 

細井尚子・宮信明・林家楽一 

 

【変更前】 

11 月 28 日 ①切る 紙切の特徴と歴史（講義） 

細井尚子・宮信明・林家楽一 

8. 11 月 28 日 切る② 紙切の世界とその芸（ワークショップ）＋講師トーク・セッション、質疑応答 

細井尚子・宮信明・林家楽一 

 

【変更前】 

11 月 28 日 ②切る 紙切を体験する（実演、トーク、ワークショップ） 

細井尚子・宮信明・林家楽一 

9. 12 月 19 日 まねる① ものまねの特徴と歴史（講義）＋実演 

細井尚子・宮信明・江戸家小猫 

 

 

【変更前】 

11 月 28 日 ③切る 紙切の世界とその芸＋講師トーク・セッション、質疑応答 

細井尚子・宮信明・林家楽一 

10. 12 月 19 日 まねる② ものまねの世界とその芸（ワークショップ）＋講師トーク・セッション、質疑応答 

細井尚子・宮信明・江戸家小猫 

 

【変更前】 

12 月 19 日 ①まねる ものまねの特徴と歴史（講義） 

細井・宮信明・江戸家小猫 

11. 1 月 16 日 しゃべる①漫才の特徴と歴史（歴史）＋ワークショップ 

細井尚子・宮信明・サンキュータツオ 

 

【変更前】 

12 月 19 日 ②まねる ものまねを体験する（実演、トーク、ワークショップ） 

細井尚子・宮信明江戸家小猫 

12. 1 月 16 日 しゃべる②漫才の世界とその芸＋（講義、講師トーク・セッション、質疑応答） 

細井尚子・宮信明・サンキュータツオ 

 

【変更前】 

12 月 19 日 ③まねる ものまねの世界とその芸＋講師トーク・セッション、質疑応答 

細井尚子・宮信明・江戸家小猫 

13. 1 月 23 日  総括 

細井尚子・宮信明 
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【変更前】 

1 月 23 日 しゃべる 漫才の特徴と歴史 付.演芸のいまとこれから（講義、トーク、質疑応答） 

細井尚子・宮信明・サンキュータツオ 

14. 1 月 23 日 質疑応答・教場レポート 

細井尚子・宮信明 

 

【変更前】 

1 月 23 日 講師トーク・セッション（総括）、質疑応答＋教場レポート 

細井尚子・宮信明・サンキュータツオ 

 

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。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

第 1 回～第 6 回のリアクションペーパー(60%)/教場レポート(40%) 

全 7 回 14 コマの内、10 コマ以上出席しない場合、成績評価を出す対象としない。                   【変更前】 平常

点(In-class Points)100％（授業参加度 20% 、リアクション・ペーパー40% 、教場レポート 40%）    備考：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。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 今岡謙太郎、中川桂、宮信明、重藤暁、2019、『昭和の落語名人列伝 (淡交新書)』、淡交社 (ISBN:978-4-473-04288-0) 

その他、必要に応じ、教場で示す。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

・教室における対面式授業で開講するが、渡日が認められない外国人留学生や既往症などの関係からキャンパスへの通学が困

難な状況にある学生等は、リアルタイムのオンラインでも受講できる。 

・新型コロナウイルス感染の状況により、学期途中でオンライン実施に変更となる場合がある。 

・本講座は 1 回２コマ集中で行う。1 回欠席すると、週 1 回授業の場合の 2 週分欠席に相当するので気を付けること。 

 

【変更前】 

・本講座は 1回 3 コマ集中（最終回 1/11 のみ 2 コマ）で行う。 

・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） 

本科目は、担当教員の実務経験、または実務に従事するゲスト・スピーカーの招聘講義等を活かした授業である。 
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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） 
ジェイムズ・ジョイス『ダブリンの市民』を読む 

担当者名 

（Instructor） 
岩田 美喜(IWATA MIKI) 

学期 

（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） 

ジェイムズ・ジョイスの『ダブリンの市民』（1914）を精読し、短編小説の批評的な読み方を学ぶとともに、20 世紀初頭のアイルラン

ド文学が向き合っていた諸問題について考察します。 

 

This course will use a close reading of James Joyce's Dubliners (1914) to instruct students in learning how to read literary 

short stories from a critical viewpoint; it will also examine the issues of Irish literature in the early 20th century.  

 

授業の内容（Course Contents） 

ジェイムズ・ジョイスの短編集『ダブリンの市民』所収の短編を、毎週 1 作品ずつ精読します（最後の 1 編は中編のため、2 週に渡

って読みます）。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。また、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必要があります。最終試験（持ち込み不可）では、講義に関

する論述形式の問題が出題されます。 

 

We will closely read one short story in James Joyce's Dubliners every week (except the last story of the volume, which will be 

read over 2 weeks). The course will primarily involve lectures by the teacher, with some adjustments possible based on class 

size. Students will be required to submit a response paper based on their readings and the lecture for each class. In the final 

test (to which no materials may be brought in), students will be required to write an essay about the lecture on the spot. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業内容のイントロダクションと 20 世紀初頭のアイルランド文学についての概説 

2. 「姉妹」 

3. 「イーヴリン」 

4. 「レースの後で」 

5. 「二人の伊達男」 

6. 「下宿屋」 

7. 「小さな雲」 

8. 「対応」 

9. 「土」 

10. 「痛ましい事故」 

11. 「恩寵」 

12. 「死者たち」（1） 

13. 「死者たち」（2） 

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、作品の英語原文を適宜引用しながら講義を

進めます。授業の復習として、引用された原文を、辞書を引きながら改めて自ら読んでください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/授業内レポート(40%) 

欠席が 4 回以上となった場合は、成績評価の対象とならない。 

【変更前】筆記試験(Written Exam)60%, 平常点(In-class Points)40% (授業への参加度とレスポンス・ペーパーの内容 40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. ジェイムズ・ジョイス、柳瀬尚紀訳、『ダブリナーズ』、新潮文庫 (ISBN-13: 978-4102092033) 

2020 年 4 月 7 日付変更（変更理由：品切重版未定のため） 

【変更前】著者名：ジェイムズ・ジョイス、結城英雄訳、書籍名：『ダブリンの市民』、出版社：岩波文庫、出版年：2006、ＩＳＢＮ：978-

40032-25516 
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参考文献（Readings） 

参考文献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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■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） 
１８世紀フランス文学を読む 

担当者名 

（Instructor） 
淵田 仁 (FUCHIDA 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） 
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） 

１８世紀フランス文学を読みながら、文学という学問の広がりを理解し、テクストを読み、それについて書く技術を身につける。 

 

While reading French literature in the 18th century, students will understand the breadth of the study of literature, read texts, 

and acquire skills to write about them. 

 

授業の内容（Course Contents） 

 本講義では、１８世紀フランスを対象として、その時代に書かれた文芸作品を読む。近代の誕生と言われる１８世紀フランスでは

同時代の文学が何を問題としたのかを検討する。 

 本講義は文学という学そのものについて考える機会でもある。現代文のテストでよくある「下線部を読んで著者の気持ちを説明

せよ」という問いに不信感を抱いていた学生を歓迎する。テクストを読むとはどういうことか、について講義全体を通じて考えてい

きたい。 

 受講者には授業準備として作品を読んでおくことが求められる。よって、毎回の予習が必要不可欠である。 

 

In this course, we will read literary works written during 18th-century France. We will examine the problems that were taken up 

by contemporary literature in 18th-century France, which is said to be the birth of modernity. 

This course will also be an opportunity for students to think about literature itself. We welcome students who distrust the 

question "Read the underlined part and explain the author's feelings," which is a common question in contemporary writing 

exams. Through the whole course, I would like to think about what it means to read texts. 

Students will be required to read the works in preparation for the classes. Therefore, advance study is essential for each class. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション①：文学という学？ 

2. イントロダクション②：１８世紀フランスの社会状況 

3. ルソー『人間不平等起源論』を読む① 

4. ルソー『人間不平等起源論』を読む② 

5. ルソー『人間不平等起源論』を読む③ 

6. ディドロ『ブーガンヴィル旅行記補遺』を読む① 

7. ディドロ『ブーガンヴィル旅行記補遺』を読む② 

8. ディドロ『ブーガンヴィル旅行記補遺』を読む③ 

9. モンテスキュー『ペルシャ人への手紙』を読む① 

10. モンテスキュー『ペルシャ人への手紙』を読む② 

11. モンテスキュー『ペルシャ人への手紙』を読む③ 

12. 『百科全書』を読む① 

13. 『百科全書』を読む② 

14. まとめ（最終授業内テスト） 

 

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

配布した資料を事前に読むことが求められる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

リアクションペーパー(35%)/小テスト(35%)/最終テスト(Final Test)(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

適宜、資料を配付する 

 

参考文献（Readings） 

参考文献については講義内で適宜指示する 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■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） 
ドイツ語圏における「文学」までの扉 

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） 
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） 

ドイツ語圏が，いわゆる「文学」に至るまでのプロセスを 17 世紀までたどる。 

 

We will discuss the German-speaking world's process that leads to so-called "literature" in the 17th century. 

 

授業の内容（Course Contents） 

講義形式で「文学」までの道のりを講義する。 

 

Classes will be given on the path to "literature" in the form of lectures. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 概観 

2. 物語の「伝承」と媒体 

3. 文字記録の始まりー文字記録以前 

4. 古ドイツ語期（初期中世） 

5. 中高ドイツ語期１（盛期中世） 

6. 中高ドイツ語期２（盛期中世） 

7. 中高ドイツ語期３（盛期中世） 

8. 『ニベルンゲンの詩』にみる伝承と加工１ 

9. 『ニベルンゲンの詩』にみる伝承と加工２ 

10. 『ニベルンゲンの詩』にみる伝承と加工３ 

11. 初期新高ドイツ語期１（末期中世・近世初期） 

12. 初期新高ドイツ語期２（末期中世・近世初期） 

13. まとめ（更なる伝承と文学研究） 

14. 最終テスト 

 

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

ブラックボードにアップロードされた資料を予習・復習に利用する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(40%)/授業態度(20%)/リアクションペーパー(20%)/理解度の確認(20%) 

毎回のリアクションペーパーで理解をたしかめる。 

 

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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■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

す。 

 

Among the 54 stories of "The Tale of Genji," this course aims to grasp the rough whole picture of the story from the Kiritsubo 

Volume to the Sakaki Volume and to give a taste of the beautiful original text. 

 

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く。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

いく。原文を読むための文法力、読解力が求められる。 

 

At a pace where we will take up about one volume per class, we will read the stories from "The Tale of Genji" from the 

Kiritsubo Volume to the Sakaki Volume at a high speed. In the first course, initially, we will explain the outline of the volume, 

personal relationships, and the main points of appreciation, etc. then, we will read the original scene of the volume in the original 

text and explain it in detail. Grammar and reading skills will be required to read the original text. 

 

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） 

レポート試験(Report Exam)(70%)/授業への参加態度(30%) 

レポートは、自分で調べて自分で考えた、独自の意見を書くこと。 

 

テキスト（Textbooks） 

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)） 
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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） 
ストリート・カルチャーはなぜ世界を魅了するのか——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） 

21 世紀、グローバルに私たちの住む世界を覆うカルチャーの大きな流れの一つは、1970 年代のニューヨークをルーツに持つヒッ

プホップから発展したものである。他人の音楽をプレイする DJ、歌ではなくリズミカルなお喋りのラップなど、短命な若者向けの流

行だと思われていたヒップホップがいかなる政治的、経済的、文化的利害と結びついていたのか、なぜローカルな文化と経験を

超えたのか。この授業では、音楽、映像、文学のみならず、ファッション、デザイン、アートとその領域を拡げていくストリートの内と

外での文化表現の特性を学び理解を深めていきたい。  

 

In the 21st century, one of the major cultural trends covering the global world we live in developed from hip hop that started in 

New York in the 1970s. What political, economic, and cultural interests were associated with hip hop, which was thought to be a 

short-lived trend for young people, with its DJs who play other people's music and rappers who do not sing but rap rhythmically, 

and why did this culture go beyond its local culture and experience? In this course, we would like students to learn and deepen 

their understanding not only of music, videos, and literature, but also fashion, design, art and the characteristics of cultural 

expression on the inside and outside of the street that expand the area.  

 

授業の内容（Course Contents） 

授業の概要：紋切り型で形容されがちなヒップホップという文化が、実際にはどのような政治的／社会的／技術的な条件や、送り

手と受け手の関係のありようのなかで生まれていき、享受・消費されているかを探り、理解するようにつとめる。特にラップと DJ

が、その関連のなかでのストリート・アート／グラフィティ、（ストリート）ファッションをその題材としてとりあげる。使用するテキスト

は英語のものもあり、義務教育程度の英語の力を要する。 

 

Outline of course: We will try to explore and understand from what political, social, and technical conditions and relationships 

between sender and receiver the culture of hip-hop, which tends to be stereotyped, was born and is enjoyed and consumed. In 

particular, we will take up rappers and DJs, in particular, and related street art/graffiti and (street) fashion as our subject 

matter. Some of the texts used will be in English, and students will require English skills up to compulsory education level. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション  

2. ヒップホップ前史 ビート文学とジャズ 

3. ヒップホップ前史 公民権運動と路上の詩人たち  

4. サウス・ブロンクス／ストリート・ギャング／ズールー・ネーションの成り立ち  

5. グラフィティの歴史 1 

6. グラフィティの歴史 2 

7. ブレイクダンスはいつどのように始まったのか？ 

8. ブレイクダンスはいつどのように始まったのか？ ２ 

9. ラップ解析 1  

10. ラップ解析 2 

11. アイデンティティの再構築  

12. アイデンティティの再構築 ２ 

13. ヒップホップは何のための装置か 

14. ヒップホップは何のための装置か 2 

 

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

配布資料の読み込み 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(100%) 

【変更前】筆記試験 60％，平常点（リアクションペーパー20％，授業への積極的な参加 20％）40％ 
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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)） 

 

 

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） 

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歴史的文化的な理由があり、それらを知ることはその異物性を考え理

解する上で重要なヒントになるはずなのだが、そういう日本映画を見慣れない人にとってはほとんど「異文化理解」レベルの距離

を感じさせるものになるかもしれない。内なる異文化への接近は、ときには外国文化理解よりむしろ困難でほとんど生理的な拒絶

反応さえ起こさせるような経験であるかもしれない。しかし、そこから見出される何かは、みなさんにとって未知の（あるいは忘れ

ていた）自分を発見することとイコールの経験になる可能性は大きい。みなさんは何を発見できるだろうか。 

 

Rather than interpreting the meaning of the lines in films, we will explore what the "sound" aspect brings to film expression 

along with the concept of acting and directing individual Japanese films, and consider their possibilities. 

Japanese films that are often regarded as being "old" and avoided are, in fact, a wealth of novel and rich expressions filled with 

various attempts. They are rather "avant-garde," and the feeling of foreignness may be conversely confused with "oldness." 

There are several historical and cultural reasons that have become hard for us to see today, and knowing them should be an 

important hint for thinking and understanding this foreignness, but people who are not familiar with such Japanese films may 

have feelings at the distant level of "intercultural understanding" at most. Approaching inner different cultures is sometimes 

more difficult than understanding foreign cultures, and may be an experience that causes almost a physiological rejection. 

However, the "something" that you find there is likely to be an experience equal to discovering an unknown (or forgotten) 

"you." What can you discover? 

 

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文化的歴史も存在する。 

また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）表出するかという描写の度合いによって人物像も、さらには映画の物語としての内容も

（そして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

身体までも変えてしまう。それが画面に厚みや深みや複雑なニュアンスをもたらすという点で、「音声」は視覚的表現の大きな部

分と連動してもいるのだ。 

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。テーマによっては映画以

外のセリフ表現（落語、歌舞伎、能狂言など）も参考にしてより理解を深める。 

 

The only way to know the essence of film lines as "sound" is to actually hear the "sound" of many excellent films and 

experience the sensation and feeling. Therefore, we will actually watch many films created by excellent performance and 

direction, hear each unique voice expression, analyze its function and the aim of the performance and direction, and, if 

necessary, also consider the historical context, etc. 

For example, musicality comes first to mind as an aspect of film lines as sound, but the musicality of speech expression has a 

wide variety of performance-directed variations (and complex gradations ranging from narrative to singing), and also Japan films 

have their own cultural history. 

In addition, expressions such as speed, interval, and strength of voice are actually linked to the economics of the story of a film, 

and the degree of depiction of how (to what extent) to express information such as the psychology and relationships by voice 

change the image of the character and even the content of the movie as a story (and even the physical presentation time). 

In addition, film lines have a profound effect on the physicality of the character, and the selected way of talking changes not 
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only the behavior of the character but also the face and body. "Sound" also works with large parts of visual expression in that 

it brings thickness, depth and complex nuances to the screen. 

Students will learn the nature and possibilities of such film line expressions by comparing films that will be screened in each 

class. Depending on the theme, students will deepen their understanding by referring to non-film line expressions (such as 

Rakugo, Kabuki, and Noh and Kyogen). 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. アニメで考える音声と身体表現の関係 

～映画の日常/非日常と音声 

2. 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 

3. 実写の身体と音声の関係 

～モノローグの身体性 

4. 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 

5. 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 

6. 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 

7. 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 

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. .歌うセリフの音声としての特質 

～歌が解放するもの 

10. 歌としゃべりの間にあるもの 

～小津安二郎のセリフ表現 

11. 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 

12. 悪態と身体 

～悪態が解放するもの 

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. 音声のハレとケ 

～映画表現が変化するとき 

 

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）、あるいは 60 年代以前の日本映画は内容的にも外見的にも異質な

異文化のように感じられるかもしれない。現在の映像表現に慣れきった観客にとって、それらは現在の映画とはちょっと違う文法

で、現在と似ているようだがなんだか違う人情・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はず。

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本づつ選び、じっくり見、聞いて、ノイズも含めた未知の映像言

語の世界に足を踏み入れる準備をしておいてもらいたい。 

 

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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■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） 

統制と宣伝の映画：1930 年代～40 年代のドイツ映画、日本映画、亡命者たちの映画の

考察 

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） 

ナチ時代のドイツ映画を中心に、映像が統制と宣伝に使われた時代の映像を検証する。ドイツから亡命した監督たちの作品や、

ドイツにならった映画体制をとっていた日本映画も考察の対象とする 

 

We are going to analyse the films in the Third Reich in which the films were  used as propaganda. We will also study the films in 

Japan in the 1930s which took the same film politics as Germany. 

Besides, we will focus on the films by the exiled directors.    

 

授業の内容（Course Contents） 

1920 年代はドイツ映画の黄金時代だった。しかしナチ時代になると、こうした監督の多くが国外への退去を余儀なくされた。授業

では、黄金時代のサイレント映画をふりかえり、亡命した監督たちのその後もみながら、ナチ時代の映像作品について様々な角

度から検証していく。同時期の日本映画についても適宜検証する。 

 

1920 was the Gold era for the German film. However, in the period of Third Reich,  many film directors must have left Germany 

and kept on shooting in the USA.In this course, we will review both the films and the society in the 1920s. We are going to 

examine the German films in the Third Reich from various perspectives and also that in Japan, which took the same film politics 

as Germany.   

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 1920 年代の映画をふりかえる 

3. 1920 年代の映画をふりかえる 

4. ナチ時代の映画政策 

5. ナチ時代のプロパガンダ映画 

6. ナチ時代の娯楽映画 

7. ナチ時代の記録映画 

8. 第二次世界大戦時の映画 

9. 第二次世界大戦時の映画 

10. 第二次世界大戦時の映画 

11. 日本の映画政策 

12. 日本の戦時の映画 

13. 亡命者たちの映画 

14. プロパガンダと映画 

 

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

授業で扱った作品は各自観ておくこと 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業理解度(40%)/授業内課題１，２（各 30％）(60%) 

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い、授業内容の理解度の判定基準とする。 

【変更前】筆記試験(Written Exam)70%, 平常点(In-class Points)30% (出席と授業に取り組む姿勢 30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

レジュメを配布する 

 

参考文献（Readings） 

授業内に適宜指示する 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

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。また、授業開始後 30 分経過してから入室した場合、やむをえな

い場合を除き、出席とは認めない。 

リアクションペーパーについては、成績判断の参考とするが、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判断の対象にしない。 

 

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） 
ドキュメンタリー映像作品を通じて「表象」の問題を考える。 

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） 

「表象」という基礎概念を理解する。とりわけドキュメンタリー映像作品をとりあげ、「表象」をめぐる問題の広がりと議論の深さを理

解する。 

 

The aim is to understand the concept of "representation". In particular, documentary films are taken up to understand the 

extent of the problems and the depth of the debate surrounding "representation". 

 

授業の内容（Course Contents） 

20 世紀後半の哲学や芸術を語るときに、しばしば「表象」という言葉が、キーワードとして使われます。この「表象」という言葉に

は、いったいどのような意味が含まれているのでしょうか。きわめて大きな概念である「表象」について整理しつつ、表象の問題が

いかに問われてきたのか、見ていきたいと思います。その中でも今回は、ドキュメンタリー映画を取り扱っていきたいと思います。

「表象」の問題が、映像作品の技術的問題だけでなく、映像がもつ社会的意義などを問うことにもつながってくることを明らかに

し、受講生とともに考えていきたいと思います。 

 

When we talk about philosophy and art in the late 20 century, the word "representation" is often used as a keyword. What does 

the word "representation" mean? We take a look at how the problem of representation has been called into question, while 

sorting out the extremely large concept of "representation". Among them, this time we would like to deal with documentary 

films. We will clarify that the issue of "representation" will lead to questions not only about the technical aspects of visual work, 

but also about the social significance of visual work. We think about this issue together. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入 

2. 表象とは何か 

3. 「表象」の問題圏 

4. 機械表象以前のリアリズム 

5. 映像の誕生 

6. ドキュメンタリーとフィクション 1 

7. ドキュメンタリーとフィクション 2 

8. イメージと音声 

9. プロパガンダ 

10. 資料としての映像 

11. 表象不可能性 

12. 表象不可能性批判 

13. 社会的紐帯としてのドキュメンタリー 

14. まとめ 

 

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

授業内で紹介する作品や書物に出来る限り多く触れること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業参加度(60%)/最終レポート(Final Report)(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. エリック・バーナウ、2015、『ドキュメンタリー映画史』、筑摩書房 (ISBN:978-4480873781) 
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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） 
〈こころ〉はどのように表象されてきたか 

担当者名 

（Instructor） 
金子 明雄(KANEKO AKIO) 

学期 

（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） 

日本の近代小説や戯曲を素材にして、人の〈こころ〉の表象のあり方の変遷を追うことによって、近代人が人間という存在をどの

ようなものと考えてきたかを理解することを授業の目標とします。 

 

This course aims to explore human existence in the modern era through analysis of the modern novel and play in Japan. 

 

授業の内容（Course Contents） 

元来、日本近代文学の出発点は、外部から観察することのできない人の内面を表現しようとする作家の意識に見出されてきまし

た。人の内面を表現することの難しさは、表現者の側から対象が見えないことにあるばかりでなく、それを見ようとする主体の内

面の不確かさと関わります。対象の不確かさが、それを見る主体の不確かさを浮上させるのです。人の〈こころ〉のわからなさは、

今日まで続く日本近代文学の主要なモチーフとなりましたが、狂気、無意識、犯罪者の心理、悪の精神などが文学的モチーフとし

て広く共有されるようになるのは、明治期末から大正期のことです。この授業では、谷崎潤一郎、志賀直哉、芥川龍之介、佐藤春

夫、宇野浩二、江戸川乱歩など、主に大正期を中心に活躍した作家の小説、戯曲およびそれらの映像化作品を素材にして、この

時代の文学が人の〈こころ〉をどのように問題にしたかを論じます。 

 

Japanese modern literature often explores the inner workings of humans and their hearts, which cannot be understood by 

outsiders. Spirit abnormality, unconsciousness, criminal's psychology, and vice are also popular motifs in the Taisyo period 

through the Meiji period. Authors like Tanizaki Junichiro, Shiga Naoya, Akutagawa Ryunosuke, Haruo Sato, Koji Uno, and 

Edogawa Ranpo's will be used to study these motifs. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション：文学における〈こころ〉の位置 

2. 志賀直哉の「異常心理」もの① 

3. 志賀直哉の「異常心理」もの② 

4. 志賀直哉の「異常心理」もの③ 

5. 芥川龍之介のドッペルゲンガー小説① 

6. 芥川龍之介のドッペルゲンガー小説② 

7. 芥川龍之介のドッペルゲンガー小説③ 

8. 谷崎潤一郎の犯罪戯曲① 

9. 谷崎潤一郎の犯罪戯曲② 

10. 佐藤春夫のユートピアと犯罪 

11. 宇野浩二と単身者の夢想 

12. 江戸川乱歩の犯罪動機と映像化作品① 

13. 江戸川乱歩の犯罪動機と映像化作品② 

14. まとめ 

 

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

授業内で言及した文学作品を読み、講義内容との関係性を理解してください。 

 

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の内容評価(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

使用しません。 

 

参考文献（Readings） 

授業の中で適宜紹介します。 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■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） 
イギリス映画入門 

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） 
CMP2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

本授業の目標は、イギリス映画を題材に、映像テクストの読み解きや、その文化社会史的なコンテクストの読み解きの方法につ

いて学んでいくことにあります。 

 

The aim of this class is for students to learn how to interpret visual texts and interpret the cultural, social, and historical 

context, using British films as the subject. 

 

授業の内容（Course Contents） 

1980 年代から 1990 年代にかけてのさまざまなジャンルの名作をいっしょに体験することによって、イギリス映画の懐の深さと味

わい深さを学んでいきます。マーガレット・サッチャーの時代は、貧富の差が広がっていく社会的経済的には闇の時代でしたが、

ある種の政治的な抵抗として文化的には映画が花開いた時代でもありました。 この時代の映画をじっくりと検証していくことによ

って、現代のイギリス文化についても学んでいきます。 

 

Students will learn the depth and taste of nostalgic British films by experiencing masterpieces of various genres from the 1980s 

to the 1990s together. The era of Margaret Thatcher was a socially and economically dark period where the gap between rich 

and poor spread, but it was also a time when films blossomed culturally as a sort of political resistance. By carefully examining 

the films of this era, students will learn about contemporary British culture. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. スティーヴン・フリアーズ監督『マイ・ビューティフル・ランドレット』(1) 

3. スティーヴン・フリアーズ監督『マイ・ビューティフル・ランドレット』(2) 

4. ピーター・グリーナウェイ監督『コックと泥棒、その妻と愛人』(1) 

5. ピーター・グリーナウェイ監督『コックと泥棒、その妻と愛人』(2) 

6. ニール・ジョーダン監督『クライング・ゲーム』(1) 

7. ニール・ジョーダン監督『クライング・ゲーム』(2) 

8. サリー・ポッター監督『オルランド』(1) 

9. サリー・ポッター監督『オルランド』(2) 

10. ジェームズ・アイヴォリー監督『日の名残り』(1) 

11. ジェームズ・アイヴォリー監督『日の名残り』(2) 

12. マイク・リー監督『秘密と嘘』(1) 

13. マイク・リー監督『秘密と嘘』(2) 

14. まとめ イギリス映画のアクチュアリティ 

 

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

復習として授業で扱った作品を見直してみること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

リアクションペーパー(100%) 

【５/５変更】変更前：筆記試験 100％ 

 

テキスト（Textbooks） 

1. カズオ イシグロ  (著), Kazuo Ishiguro (原著), 土屋 政雄 (翻訳)、2001、『日の名残り』 (ハヤカワ epi 文庫) (日本語) 文庫、

早川書房 (ISBN-10: 4151200037 ISBN-13: 978-4151200038) 

2. ヴァージニア ウルフ  (著), Virginia Woolf (原著), 杉山 洋子 (翻訳)、1998、『オーランドー』 (ちくま文庫) (日本語) 文庫、筑

摩書房 (ISBN-10: 4480034293 ISBN-13: 978-4480034298) 

【５/５】テキスト追加 
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参考文献（Readings） 

1. 川端康雄ほか、2011、『愛と戦いのイギリス文化史―1951‐2010 年』、慶 應義塾大学出版会 (ISBN:4766418786) 

 

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） 
西洋美術史入門：原始美術から 20 世紀の芸術運動まで 

担当者名 

（Instructor） 
本橋 デミル(MOTOHASHI DEMIR H.) 

学期 

（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、西洋美術史の大きな流れを知ること（時代区分、様式、図像など）。 

２、見えるもの（作品）と見えないもの（歴史・文化・社会・経済・地理など）との合理的な関連性を理解すること。 

３、受講者自身が作品（見えるもの）を前にし、その制作背景（見えないもの）とのつながりに、おのずと気づくことができるようにな

ること。 

以上を通して、受講者の「作品を観る力」が養われることを目標としている。 

 

This course introduces how to build skills and capabilities to “SEE works.” 

 

The aim of this course is to help students acquire 

1) An knowledge of the major flow of Western art history, 

2) An understanding the reasonable relation between what you can see (the work) and what you cannot see (the background of 

the work; history, culture, society, economy or geography, etc.), 

3) An ability to notice the connection of the background to the work, namely, what you cannot see and what you can see, when 

you see a work. 

 

授業の内容（Course Contents） 

パワーポイント、板書を多用した講義形式となるが、出席者の積極的な参加も期待する。授業では作品を多く見せつつ、見えるも

の（作品）と見えないもの（制作背景）とのつながりに注目し、西洋美術史の大きな流れを追う。科目は西洋美術とされるが、他の

美術も比較対象として扱う。  

 

This class will focus on the connection of what you cannot see to what you can see, while following the major flow of Western 

art history, by showing many images with PowerPoint and using white board (lecture format). Students’ active participation is 

also welcomed. 

Though the subject of the course is Western art history, various worldwide works will be also considered for comparison. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 原始美術・エジプト美術 

3. ギリシャ美術・エトルリア美術・ローマ美術 

4. 初期キリスト教美術・ビザンツィン美術 

5. 初期中世美術・ロマネスク美術・ゴシック美術 

6. ルネサンス・初期フランドル派 

7. 盛期ルネサンス・北方ルネサンス・マニエリスム 

8. バロック美術・ロココ美術・新古典主義 

9. ロマン主義・アカデミズム・レアリスム 

10. 印象派・後期印象派・新印象派 

11. ナビ派 ・ ラファエル前派・象徴主義 

12. 世紀末美術・フォーヴィスム 

13. 20 世紀から現代にかけてのその他の芸術運動 

14. まとめ 

 

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

積極的に展覧会や展示などに足を運び、本物の作品を観てその制作背景などを考えること。実践をつみ、可視と不可視の世界と

のつながりに気づくことが多ければ多いほど美術作品の理解にも反映されるため、作品のみならず、見えているもの（鉛筆やパソ

コン、動物や人など）と、その成り立ちとのつながりを意識的に考え、自ら感じてみることも同時に有意義であり推奨される。  
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成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(30%)/授業貢献度（コメントペーパーの内容、発言など）(30%)/中間レポート(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 高階秀爾、2002、『西洋美術史』、美術出版社 

授業内でのプリント配布（Blackboard にも掲載）。 

 

参考文献（Readings） 

他、授業内で適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

本科目は、担当教員の実務経験、または実務に従事するゲスト・スピーカーの招聘講義等を活かした授業である。 
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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 世紀フランス絵画 

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） 

美術作品の歴史的・社会的背景を探ることで、好き嫌いとは異なる鑑賞法を身につける。 

 

An exploration of historical and social background of artwork to learn ways of appreciation different from simple likes and 

dislikes. 

 

授業の内容（Course Contents） 

19 世紀フランス絵画の流れを概観します。高解像度スライドを大量に使用し、できるだけ具体的にわかりやすく解説します。 

 並行して個々の事例を取り巻く歴史的・社会的文脈に注目します。初めはさして面白く思えない対象が、背景を知ると興味深く

見えてくることもあります。美術鑑賞は「趣味（直感的な好き嫌い）」が決め手とみなされがちですが、「知る」「学ぶ」も重要だという

ことを実感してもらいます。予備知識がゼロでも、好奇心やチャレンジ精神のある方ならどなたでも歓迎します。 

 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すのはなかなか困難です。このため本講義ではあえてまと

を絞ります（立教大学では、より広範な視点に立った美術関連科目も開講されています）。とはいえ 19 世紀フランスは現代にまで

影響を及ぼす美術上の大変化が数多く起きた時期です。この授業で取り上げるクールベ、マネ、印象派などを深く学べば、21 世

紀を含めた他の時代・地域の美術を考える際のヒントになるはずです。 

 下記授業計画は履修者の理解度に応じて随時調整します。  

 

A survey of the 19th century French painting, presented and explained above all visually with numerous high resolution slides. 

 The focus is on the historical and social context of the cases examined. Works not immediately appealing may begin to be 

interesting when you know the background. Although looking at art is often seen as a matter of “taste” (intuitive likes and 

dislikes), study can enrich the experience significantly. No previous knowledge of or exposure to art required: anyone with 

curiosity or intellectual ambition is welcome to this course. 

 Given the breadth and diversity of history of art, a single lecture can hardly hope to encompass its entirety. For this reason 

this course intentionally limits its scope (there are other art history classes offered which provide a more broader view). That 

said, the 19th-century France was a time that saw great changes in art, the echoes of which can still be heard today. In-depth 

study of Courbet, Manet, Impressionism, and other artists to be covered in this course will be useful for understanding arts of 

other times and places, including our own 21st century.  

 The course schedule below is subject to change.  

 

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） 

 毎回のスライドは授業終了後 Blackboard にアップロードしますので、復習に役立ててください（あくまで復習用なので授業前に

はアップロードしません）。 
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 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します。予復習を兼ね

てぜひ足を運んでください。鑑賞に行った場合、成績評価の際に勘案します。詳細については授業内で説明します。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(70%)/リアクションペーパー(30%) 

●毎回の授業はスライドショーの音声付き録画（動画）で実施します。授業終了後、動画およびスライドショーの PDFを立教時間

にアップロードします。復習に役立ててください（あくまで復習用なので授業前にはアップロードしません）。●毎回リアクションペー

パーを提出していただき、「授業参加度」として成績評価対象とします。意見・質問等には時間の許すかぎり授業中に回答するの

で、しっかり記入してください。自由に書いていただいて構いませんが、授業を聞いていたかどうかが伝わらない内容のものは無

効とします（例：インターネットで関連のありそうなキーワードを検索し、ただ書き写す）。●リアクションペーパーおよびレポートで

の剽窃（いわゆる「コピペ」）は固く禁止します。発見した場合は「不可」評価となり、単位は取得できません。 

【変更前】筆記試験(Written Exam)70%, 平常点(In-class Points)30% (コメントカード兼出席票 30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

テキストはありません。 

 

参考文献（Readings） 

1. PEN 編集部 編、2010、『印象派。絵画を変えた革命家たち』、阪急コミュニケーションズ (ISBN:9784484102283) 

2. 池上忠治・責任編集、1993、『印象派時代（世界美術大全集西洋編・第 22 巻）』、小学館 (ISBN:4096010227) 

3. 坂上桂子・大屋美那・賀川恭子 編、2004、『印象派美術館』、小学館 (ISBN:4096997072) 

4. ジョン・リウォルド、2004、『印象派の歴史』、角川学芸出版 (ISBN:4046519126) 

5. ジャン・クレイ、1987、『印象派』、中央公論社 (ISBN:4120016242) 

さらに詳細な参考文献リストは授業開始後、Blackboard で公開します。また講義内容に関連する展覧会が毎年いくつか首都圏で

開かれます。授業や Blackboardで紹介します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

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） 
社会における美術の位置づけと役割を作品の特徴とともに比較・考察する 

担当者名 

（Instructor） 
毛塚 実江子(KEZUKA MIEKO) 

学期 

（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） 

社会における美術作品の位置づけとその役割を、古代から近現代まで広く考察することで、歴史と美術作品、双方への理解を深

める。 

 

Students will deepen their understanding of history and works of art by broadly examining the position and role of works of art 

in society from ancient to modern times. 

 

授業の内容（Course Contents） 

授業では美術作品がどのような社会背景で生まれたのか、古代から近現代を広く考察する。、西洋美術史を主軸とし、適宜、比

較の対象として東洋、日本の美術作品も取り上げる。歴史の推移のなかで、文化や民族、作品ジャンルなど共通点を持つ作例を

比較しながら、それぞれの作品の特徴への理解を深める。 

 

In the classes, we will broadly consider the social background from which art works were born from ancient to modern times. 

With Western art history as the main focus, we will also take up East Asian and Japanese art works as appropriate as subjects 

of comparison. Students will deepen their understanding of the features of each work in the transition in history, while 

comparing example works that have common points such as culture, ethnicity, and genre of work. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション：古代祭祀と美術 メソポタミアとエジプト 

2. 古代ギリシアと古代ローマの美術 継承と発展 

3. キリスト教美術の誕生 描かれた旧約聖書と新約聖書 

4. モザイク美術の世界 ローマとラヴェンナ  

5. ケルト・ゲルマンの美術とカール大帝のヨーロッパ 装飾言語の比較 

6. 黙示録の世界を読む 終末のヴィジョンとは イベリア半島を中心に 

7. ロマネスク美術 巡礼と十字軍の社会 巡礼路教会とは 

8. ゴシック美術 封建社会の成熟 大聖堂と時禱書  

9. ルネサンス美術 フィレンツエの美術とパトロン、メディチ家とローマ教皇 

10. バロック美術と対宗教改革 カトリックの「逆襲」 

11. 近代社会と絵画「主義」の流れ フランスを中心に  

12. 啓蒙主義社会と世紀末美術 芸術の「近代性」とは何か ゴヤを中心に 

13. ジャポニズムとアールヌーヴォー 日本美術の何がウケたのか 

14. 近現代美術と社会 「ピカソ」からポップアートまで 

 

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

キリスト教のごく基本な知識や高校レベルの世界史の知識が必要なので、各自の理解に応じて事前に調べておいてください。前

の授業でも案内いたします。 

リアクションペーパーのほか、演習を行う場合があります。いずれも授業内に時間をとります。 

 

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(20%)/授業内演習(20%) 

【変更前】筆記試験(Written Exam)70%, 平常点(In-class Points)30% (授業内のコメントシート 30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

授業内容に応じてプリントで指示します。 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 

 - 551 - 

■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） 
西洋美術とジェンダー 

担当者名 

（Instructor） 
味岡 京子(AJIOKA KYOKO) 

学期 

（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） 

西洋美術の歴史を記述してきたのは「誰」なのかを理解し、そこから派生するジェンダー、階級、人種に関するさまざまな問題を探

し出す意識を養う。現代におけるイメージの生産や受容に対しても、同様の問題意識をもってアプローチできるようになることを目

標とする。 

 

Students will understand who has been describing the history of Western art, and cultivate a sense of exploring various issues 

related to gender, class, and race derived from this. The aim is for students to become able to approach the creation and 

acceptance of images in the present age with the same issue-awareness.  

 

授業の内容（Course Contents） 

西洋美術史に登場する「作品」の多くは、男性によって注文され男性によって作り出されたものであり、そこに表されている多くは

女性像である。一方、西洋美術史の語りの中に「女性芸術家」はほとんど登場しない。このことは半ば当然のように受け入れられ

ているが、その理由を明快に説明できるだろうか。まずはこうした素朴な問いから始めることによって、西洋美術におけるジェンダ

ーの問題を複合的な視点から考える。美術に限らずときに大衆的イメージにも言及しながら授業を進める。 

 

 

Many of the "works" that appear in Western art history were ordered by and created by men, and many of the figures that are 

represented are women. On the other hand, "female artists" rarely appear in the narrative of Western art history. This is taken 

for granted, but can you explain the reason clearly? By starting with such simple questions, we will reconsider gender issues in 

Western art from multiple perspectives. We mention popular images as well as fine arts as we progress through the classes. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション：《女性がメトロポリタン美術館に入るには裸にならなきゃいけないの？》 

2. 論文「なぜ女性の大芸術家は現れないのか」＆二元論的枠組み（男性的価値／女性的価値） 

3. 伝統的主題において女性はどのように描かれてきたか：聖書 

4. 伝統的主題において女性はどのように描かれてきたか：神話 

5. 西洋美術に表れる非西洋の女性像は何を意味するのか：「オダリスク」 

6. 西洋美術に表れる非西洋の女性像は何を意味するのか：「キモノ、ゲイシャ」 

7. 女性画家による伝統的女性像の描き替えとその意義 

8. 女性はなぜ「花の絵」を多く描いたのか？ 

9. アカデミーと女性：壁に掛けられた女性画家 

10. 女性画家と「母子画」の関係：イデオロギーとしての「母性愛」 

11. 印象派絵画における「女性性」の空間 

12. 19 世紀、女性が彫刻家として大成することは困難だったのか？ 

13. サバイバル戦略としての「女性らしさ」 

14. 二元論の攪乱&まとめ 

 

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

授業で提示する基本となる参考文献に必ず目を通し、何が問題となっているのかおさえておくこと。 

毎回配布するプリントを精読し、取り上げた作品やイメージに関し、自ら気づいた点をまとめておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/中間小レポート(30%)/コメントペーパーの内容(30%) 

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. 木村涼子、伊田久美子、熊安貴美江編著、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』、ミネルヴァ書房 (ISBN:9784623065165) 
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参考文献（Readings） 

1. キャロリン・コースマイヤー、2009 年、『美学 : ジェンダーの視点から』、三元社 (ISBN:9784883032570) 

2. グリゼルダ・ポロック、ロジカ・パーカー、1992 年、『女・アート・イデオロギー：フェミニストが読みなおす芸術表現の歴史』、新水

社 (ISBN:4915165442) 

3. グリゼルダ・ポロック、1998 年、『視線と差異：フェミニズムで読む美術史』、新水社 (ISBN:4915165809) 

4. タマール・ガーブ、2006 年、『絵筆の姉妹たち : 19 世紀末パリ、女性たちの芸術環境』、ブリュッケ (ISBN:443408271X) 

5. 北原恵、1999 年、『アート･アクティヴィズム』、インパクト出版会 (ISBN:4755400856) 

その他、関連する参考文献を随時授業で提示する。 

 

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の授業となる。映像資料も適宜活用する。 

 

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） 
近現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 世紀後半～20 世紀前半のフランスの芸術音楽文化について基礎的な知識を身につけ、自らの関心や問題意識に引きつけて

議論を展開することができる。 

 

Students will acquire basic knowledge about the music culture of France ｆrom the late 19th century to the early 20th century 

and become able to develop discussions on the subject according to their own interests and issue-awareness.   

 

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するとともに、プロの音楽家をゲストスピーカーとしてお招きし、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。  

 

In this course, we will trace the history of French art music culture from the late 19th century to the middle of the 20th 

century, focusing on a period called "la Belle Époque," which may be familiar to Japanese people. Through the works and lives 

of major musicians, students will also deepen their understanding of various related art and cultural history topics including 

literature, fine arts, and dance from various angles while following the journey of "French Music" and "Music in France." In the 

classes, we would like to make use of abundant audiovisual materials and to invite professional musicians as guest speakers to 

provide opportunities for students to actually listen to and see the music.   

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業ガイダンスとイントロダクション  

2. 音楽と国家（１）「フランス音楽」の復興  

3. 近現代フランスの作曲家たち (1) カミーユ・サン＝サーンス 

4. 近現代フランスの作曲家たち (2) ガブリエル・フォーレ 

5. 音楽と諸芸術（１）文学との関わり 

6. 近現代フランスの作曲家たち (3) クロード・ドビュッシー 

7. 近現代フランスの作曲家たち (4) モーリス・ラヴェル 

8. 音楽と国家（２）異国への憧憬 

9. 音楽と諸芸術（２）舞踊との関わり  

10. 近現代フランスの作曲家たち (5) エリック・サティ 

11. 近現代フランスの作曲家たち (6) 六人組 

12. 音楽と国家（３）二つの大戦と音楽 

13. 近現代フランスの作曲家たち (7) オリヴィエ・メシアン 

14. ゲストスピーカーを迎えて 

 

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

・予習は特に必要ありませんが、授業内で紹介する参考書や配布資料記載の文献リストなどをガイドラインにしながら、各自で復

習を行ってください。 

・授業内で視聴した作品、時間の都合上紹介しきれなかった作品等の参考動画のプレイリストを Blackboard 上で毎回授業後に

共有します。文献とあわせて復習と発展的学習の一助にすることを積極的にお勧めします。  

 

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%) 

原則として、授業回数の 2/3 の出席がない場合は成績評価の対象としません。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。 
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テキスト（Textbooks） 

授業はスライドと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) 

個別のトピックに関しては授業内で参考文献を紹介します。 

 

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ー

ドし、学習を補うようにしてください。 

 

 

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） 
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。 

 

The goal of this lecture is for students to understand the historical transition of Western music from ancient times to the 

present. Students will regard sounds and music as art form with its own logic and systems. 

 

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。 

 

Lectures. We will discuss the most important technical terms and basic concepts of Western music history from a historical 

perspective. In each class, students will actually listen to the music and provide analysis while using the musical score. Musical 

ability (practical, musical grammar, etc.) does not matter, but active interest and motivation are essential. As we will focus on 

theoretical aspects in particular, we hope that you will try to confront music as a scholar. We will consider the characteristics of 

the music of each period (ancient, medieval, renaissance, baroque, classical-romantic, turn of the century, modern) while 

discussing the following topics. 

 

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。 
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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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■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） 
スクリーンの中の作曲家とその作品 

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） 

西洋クラシック音楽の作曲家を取り扱った映画を糸口として，当該作曲家の生涯と作品に親しみ，音楽史の流れをも辿る。 

 

This course will use significant films dealing with Western classical music composers to acquaint students with the life and 

works of the composers and understand the transition of music history. 

 

授業の内容（Course Contents） 

講義と鑑賞。映画自体の特徴（芸術・娯楽映画，ドキュメンタリー等）を踏まえつつ，当該作曲家がどのように描かれているか，ど

のような作品がどのように用いられているのか考察する。作曲家の生涯と作品の概観を鑑賞前に行う他，映画をいくつかの場面

に区切り，掘り下げた解説を加える。映画の中では，作曲家は「（英雄伝や悲劇の）主人公」としての性格が強調されているが，学

術的な音楽史書においても，また当時および現代の実社会においても，作曲家像は実は史実と逸話が交錯したところに形成され

ているのだという事実を再確認したい。 

 

Through lecture and appreciation, students will consider the characteristics of the films (arts or entertainment films, 

documentaries, etc.) and discuss how the composer is depicted and which music works are used and how. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入 

2. 「アンナ・マグダレーナ・バッハの日記」（1967 年ドイツ・イタリア） 

3. 古楽運動とバッハ像の変遷 

4. 「アマデウス」（1984 年アメリカ） 

5. モーツァルトとサリエリ：天才と凡才 

6. 「クラシック音楽＝古典音楽」における伝統と革新 

7. 「不滅の恋」（1995 年アメリカ） 

8. ベートーヴェン生誕 250 年：アニバーサリー・イヤーの功罪 

9. 「愛の調べ」（1947 年アメリカ） 

10. シューマン夫妻の愛と葛藤、女性と音楽 

11. 音楽家とは？：作曲家 and/or演奏家 

12. 「マーラー」（1974 イギリス） 

13. 世紀末ウィーン文化とユダヤ人問題 

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、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） 

毎回の授業内リアクションペーパー（小テストないし小レポート）提出、それらを合算(100%) 

【変更前】平常点(In-class Points)100% (最終レポート(Final Report)40%リアクション・ペーパー,30%授業の理解度を問う２回の小テ

スト,30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特になし。 

 

参考文献（Readings） 

毎回の授業で紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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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―人の多様な感性と社会との関わりを知る 

担当者名 

（Instructor） 
横井 雅子(YOKOI 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） 
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も広く目を向ける。 

 

In this course, we will consider the music that has colored the history and lives of the people of the world (traditional music, 

what is known commonly as "ethnic music", popular music) and the state of performing arts through its relationship with 

regions, ethnic groups, and eras. 

Students will learn about music, but rather than just focusing on the music itself, will also look broadly at the elements around 

it. 

 

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。 

 

Basically, the classes will take the form of lectures. We will provide themes of readings related to music and entertainment in 

various regions, and the aim is to deepen students' understanding of these themes through many sound sources and video 

materials. We will look closely at the relationships between musical aspects, social aspects, cultural aspects, and related areas 

in each class. We would like to help students understand the subject through sounds as phenomena and the appearance of how 

they are emitted. 

 

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. 職能としての音楽―音楽を専業とする人々と伝承 

5. 自然と音楽―自然の表象としての音楽 

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. 移植される音楽―時代と地域で変容を遂げる音楽 

10. 地域と音楽―音楽が形作る地域性 

11. 人の移動にともなう音楽・芸能 

12. 観光化と音楽・芸能 

13. 伝統音楽とポピュラー音楽―ローカルからグローバルへ 

14. 記号としての"民族音楽"―固定化されるイメージと消費 

 

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%) 

 



 

 - 560 - 

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） 
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■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） 
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。 

 

Students will visit high-quality exhibitions, develop the eyes to see the works by appreciating the art, and experience the power 

of art through the works on display. 

 

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。  

 

Students will actively visit exhibitions and give reports on them in class. When giving a presentation, students will first introduce 

the exhibition they visited using PowerPoint, and then critique the planning, exhibited works, and catalog, and discuss the 

concept and works of the exhibition with all the participants. Finally, students will submit a report based on the content of their 

presentation. We will adjust the progress of the classes depending on the number of students.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 学芸員を交えての意見交換 

3. 展覧会評２ 

4. 展覧会評３ 

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)） 

 

 



 

 - 562 - 

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） 
西洋美術史研究入門 

担当者名 

（Instructor） 
瀧本 みわ(TAKIMOTO MIWA) 

学期 

（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） 

西洋美術史研究の根幹をなす作品記述と分析（様式、図像、図像解釈）の方法論を、講義において学び、発表を通じて実践す

る。 

 

In this course, the aim is to learn the methodology for description and analysis of works (style, iconography, iconographic 

interpretation) which forms the core of western art history research through the lectures, and practice through presentations. 

 

授業の内容（Course Contents） 

西洋美術史の基礎的な方法論を学びながら、受講者は、講師が準備した西洋美術の作品リストから作品を選び、与えられた課

題に取り組み、口頭発表を行う。発表で取り上げるのは、古代から近代までの西洋の美術作品である。口頭発表の後、クラス全

体での討論及び講評を行う。そして、発表で指摘された点を再検討し、新たな考察を加えて、課題作品に関する最終レポートを提

出する。 

 

Students will learn the basic methodologies of western art history, select a work from the list of western art prepared by the 

lecturer, work on given assignment, and make an oral presentation. Presentation will involve western artworks ranging from 

ancient to modern times. Oral presentation will be followed by class discussion and commentary. Points identified in the 

presentation will be reviewed with additional considerations for submission of the final report on the assigned work. 

 

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. 「作品を記述し、考察する（ディスクリプション）」とは？その方法と学び方 

3. 「様式」とは？その方法と学び方 

4. 「図像学」、「図像解釈学」とは？その方法と学び方 

5. 履修者による口頭発表と討論・講評 

6. 履修者による口頭発表と討論・講評 

7. 履修者による口頭発表と討論・講評 

8. 履修者による口頭発表と討論・講評 

9. 西洋美術史研究における様々なアプローチ：美術史研究の現在 

10. 履修者による口頭発表と討論・講評 

11. 履修者による口頭発表と討論・講評 

12. 履修者による口頭発表と討論・講評 

13. 履修者による口頭発表と討論・講評 

14. 履修者による口頭発表と討論・講評、全体講評、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、選択した作品に関する課題に関して、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、受講者全員に配布する

レジュメを準備する。発表課題の主要文献を講師が提示するので、文献を読み込み、内容をまとめる必要がある。また、発表課

題の作品のみならず、授業中で取り上げる作品に関しては、図書館やデータベースのウェブサイトを利用しながら、じっくりと図版

を眺め、美術作品を読むこと。美術館や展覧会にも足を運び、美術鑑賞を楽しく、身近なものに感じてもらいたい。 

 

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、リアクション・ペーパー(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. オットー・ぺヒト、1982、『美術への洞察 : 美術史研究の実践のために』、岩波書店 (B000J7HVQK) 
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2. ケネス・クラーク、1985、『名画とは何か』、白水社 (ISBN:4560039313) 

3. マルシア・ポイントン、1995、『はじめての美術史―ロンドン発、学生着』、スカイドア (ISBN:4915879259) 

4. 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) 

5. 若桑みどり、2005、『イメージを読む[美術史入門]』、筑摩書房 (ISBN:4480089071) 

6. 池上英洋、2012、『西洋美術史入門』、筑摩書房 (ISBN:9784480689139) 

この他にも、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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■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。 

 

While appreciating operas using video materials, students will learn about the composers and the works and examine the 

historical background, the subject matter, and the way of performing and directing, etc. from various viewpoints. 

 

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。 

 

Seminar format. After guidance in the first few classes, all students will take charge of the presentations. As a general rule, we 

will take up one opera in each class. The person in charge of each session shall research and analyze the necessary items in 

advance, make a summary and oral presentation as a guide for appreciating the opera, and guide the discussion after seeing the 

opera. Depending on the number of students, it will be a group presentation. We aim to touch upon various works, centered on 

the leading works of each country and era. We would like to give priority if there are proactive requests or suggestions from 

students. 

 

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。 
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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） 
キリスト教美術の「見方・読み方」 

担当者名 

（Instructor） 
太田 泉Ｆ．(OTA IZUMI FLORENCE) 

学期 

（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） 

キリスト教美術は一見馴染みにくい分野のように思われるかもしれません。しかし西洋の美術を鑑賞し理解してゆくためには欠か

せない分野であり、その知識は西欧文化そのものへの理解を深める一助にもなります。この授業では、キリスト教美術の歴史を

概観することからはじめ、具体的な作例の分析を通じて図像の「見方・読み方」を学び、キリスト教美術についての基本的な知識

の獲得を目指します。 

 

Christian art might seem like an unfamiliar area. However, it is an area that is necessary for appreciating and understanding 

Western art, and the knowledge will help a deeper understanding of Western culture itself. The course will start with an overview 

of the history of Christian art, and aim at learning how to look at and interpret iconography through analysis of specific works, 

to acquire basic knowledge about Christian art. 

 

授業の内容（Course Contents） 

キリスト教は元々は偶像崇拝を禁止する古代ユダヤ教から派生しています。美術が活躍する余地はありませんでした。ところが、

中世以降のキリスト教世界では、稀に見るほど豊かな宗教美術が発展しました。聖なる像を制作したい、神の姿をこの目で見た

いという欲求と偶像忌避とのあわいでキリスト教世界がどのように葛藤し、芸術作品を生み出したのかという問題について考察し

ながら、基礎的な知識を身につけることを本授業は目指します。まずは沢山の具体的な作品を提示しながら、キリスト教美術の

歴史を概観してゆきます。 

キリスト教美術は、近代以降の芸術のように鑑賞し感動するためだけに作られたわけではありませんでした。宗教上の教えを、文

字の読めない人々にも伝えるための重要な手段であり、「観る」とともに「読む」ものだったのです。しかしキリスト教美術を「読む」

ためには、色々な約束事を学ばなくてはなりません。よく表現される主題や、絵の中の人物のポーズ、また彼らの持っている物の

意味等が理解できるようになれば、キリスト教美術の諸作品からより多様で豊かなメッセージを受け取ることができるようになるで

しょう。そこで本授業では、イエス・キリストや聖母マリア、諸聖人のエピソードを表した作品を読み解き、一定のルールを知ること

で、作品理解のための知識を養います。さらに、聖なる人物の遺したものである「聖遺物」について学ぶことで、キリスト教美術の

新たな一面が見えてくることでしょう。他にも巡礼や宗教典礼等の観点から、美術作品がどのように制作され、何のために使わ

れ、どのような意味を持ち得たのかについて考察することにより、キリスト教美術についての全体的な理解を深めてゆきます。 

 

Christianity has originated from ancient Judaism that prohibited idolatry. There was no room for art to thrive. However, in the 

Christian world since the Middle Ages, rich religious art prospered to an almost extraordinary level. The course aims to acquire 

basic knowledge of Christian art, considering the issue of how the Christian world struggled between the avoidance of idolatry 

and the desire to see God with their own eyes and to create images of God and holy saints. We will start by presenting a 

number of specific artworks as an overview of the history of Christian art.  

  

 Christian art was not created merely for appreciation by people, as with modern art. It was an essential means to communicate 

the religious teachings to people who could not read; it was for viewing, as well as reading. To “read” Christian art, various rules 

must be learned. By understanding the recurring themes, poses of characters in paintings, and things held by them, more 

prosperous and diverse messages can be understood from various works of Christian art. In this course, students will gain 

knowledge for understanding the works by studying works depicting episodes involving Jesus Christ, Virgin Mary, and the saints 

to understand the rules. By learning about relics, which are the physical remains, or the personal belongings of a saint, a new 

aspect of Christian art may become clear. We will also deepen overall understanding of Christian art by considering how 

artworks were created, what they were used for, and what their meanings were, from perspectives of pilgrimage and religious 

rituals and others.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス(キリスト教美術という逆説) 

アンケート等 

2. 初期キリスト教美術とビザンティン美術 

3. ロマネスク美術 

4. ゴシック美術 
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5. ルネサンス期以降のキリスト教美術 

6. 図像学 キリストの生涯１（降誕〜公生涯） 

7. 図像学 キリストの生涯２（受難伝以降） 

8. 図像学 聖母マリア 

9. 図像学 諸聖人 

10. 聖遺物と美術１(キリストの聖遺物) 

11. 聖遺物と美術 2（聖母・聖人の聖遺物） 

12. 巡礼と美術 

13. 典礼と美術 

14. まとめ 

 

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

配布資料等を参照して復習を行うとともに、授業中に紹介した参考文献に目を通して下さい。美術史学では、実際に作品を観に

行き、図版では伝わらない質感やサイズ感について知ることも重要です。開催中の展覧会の紹介も行いますので、ぜひ実見の機

会を作って下さい。 

 

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%) 

【変更前】筆記試験(Written Exam)80%, 平常点(In-class Points)20% (授業中に適宜行うコメントペーパー提出 20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 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 

(ISBN:978-4124035926) 

2. 木俣元一・小池寿子、2017、『西洋美術の歴史 3 中世 II – ロマネスクとゴシックの宇宙』、中央公論新社 (ISBN:978-

4124035933) 

3. エミール・マール [著] ; 柳宗玄 [ほか] 訳、1995、『ヨーロッパのキリスト教美術』上、岩波書店 (ISBN:978-4003356517) 

4. エミール・マール [著] ; 柳宗玄 [ほか] 訳、1995、『ヨーロッパのキリスト教美術』下、岩波書店 (ISBN:978-4003356524) 

5. 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:978-4480016010) 

6. 秋山聰、2009、『聖遺物崇敬の心性史 西洋中世の聖性と造形』、講談社 (ISBN:978-4062584418) 

『世界美術大全集 西洋編』 小学館 06~14 巻 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

Web Gallery of Art 

https://www.wga.hu 

国立西洋美術館研究資料センター学術情報案内 

https://www.nmwa.go.jp/jp/education/resources.html 

 

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） 
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） 
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。 

 

Students will understand through music how death has been treated in Christianity. In doing so, students will recognize 

differences due to denominations and times, and understand how these differences were born. Through this, students will think 

about how to face their own death. 

 

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、自分の人生に照らしながら内容についてよく考えてください。 

 

"Death" comes to all people equally. People in history have feared it, tried to escape it, longed for it, and been fascinated by it. 

People's feelings about death are imprinted in the history of Christianity that has played a major role in  people's lives and 

deaths. 

In this course, while taking up various musical works written in connection with Christianity, we will analyze what kind of view of 

life and death is projected on the music. Of course, for that purpose, we will refer not only to music, but also to materials on 

society, thought, and Christian theology from each era. There is no need for basic knowledge of Christianity or music, but 

students must have the ability to imagine and understand without rejecting a very different view of the world. 

The classes will not follow the flow of history, but will cover multiple eras in parallel on several topics. The course will be 

centered on the appreciation of musical works, but the works on death are not just for listening to and appreciating their 

beauty. Students should seriously concentrate and listen to the lives and deaths of people of each era, and think about the 

content in light of their own lives. 

 

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 中世の単旋聖歌と典礼 

3. 永遠の安息を― 

レクイエムの歴史② ルネサンス～バロック 

4. 永遠の安息を― 

レクイエムの歴史③ 古典派 

5. 永遠の安息を― 

レクイエムの歴史④ ロマン派～現代 

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 ルター～17 世紀概要 

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 シュッツの音楽と嘆きの谷 

8. 深き淵より 
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ドイツ・プロテスタントにおける死と救済③ バッハのカンタータにおける死と救済の神秘 

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 主の受難と人類の救済 

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 バッハ《マタイ受難曲》 

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 テレマン《ブロークス受難曲》 

12. 愛と死 

キリスト教主題のオペラにおける死と音楽① ヴァーグナー《タンホイザー》 

13. 愛と死 

キリスト教主題のオペラにおける死と音楽② プーランク《カルメル会修道女の対話》 

14. 授業内試験 

 

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

授業後に blackboardにアップされるスライドを自身のノートを参照しながら読んで復習をする。また授業では作品の一部しか聞く

ことができないので、CD や youtube、Naxos Music Libraryなどを利用して全曲を聞き、作品への理解を深める。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

毎回の授業内課題(60%)/最終テスト(Final Test)(40%) 

5 回以上の欠席は単位放棄と見なす。授業内課題の提出がない者は欠席扱い。遅刻・早退は３回で欠席１回に換算。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. フィリップ・アリエス、1983、『死と歴史 : 西欧中世から現代へ』、みすず書房 (ISBN:462200447X) 

2. 金澤正剛、2007、『キリスト教と音楽』、音楽之友社 (ISBN:9784276110588) 

3. 井形ちづる, 吉村恒訳、2007、『宗教音楽対訳集成』、国書刊行会 (ISBN:9784336049827) 

4. J. ハーパー、2000、『中世キリスト教の典礼と音楽』、教文館 (ISBN:4764271885) 

5. 深井智朗, 大角欣矢、2009、『憶えよ、汝死すべきを : 死をめぐるドイツ・プロテスタンティズムと音楽の歴史』、日本キリスト教

団出版局 (ISBN:9784818407015) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

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） 
パリの美術と文化 

担当者名 

（Instructor） 
小林 亜起子(KOBAYASHI 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） 
CMP2300 

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） 

本講義では、美術作品とそれが生み出された社会的背景や都市の文化についての理解を深めます。主に近世・近代フランス絵

画と装飾芸術、フランスの都市との関連を中心に、それらの基礎的知識を習得することを目指します。 

 

In this course, students will gain an understanding of the works of art and the social background and culture of the cities in 

which they were created. The aim is for students to acquire basic knowledge of the early modern and modern French paintings 

and decorative arts, mainly in relation to cities in France.   

 

授業の内容（Course Contents） 

フランス美術は、長い時間をかけイタリアやドイツ、北欧などの諸国に強い影響力をもったことからも、広くヨーロッパ文化や歴史

を捉えるさいのカギをにぎっています。本講義では、芸術都市パリを中心に発展を遂げるフランスの美術について学びます。ルネ

サンスから 20 世紀初頭までの時代に制作された絵画をはじめ、ゴブラン織に代表されるタピスリーや陶磁器などの装飾美術に

ついて取り上げます。毎回、資料を配布し、スライドを投影しながらできるだけ多くの作品を鑑賞します。 

 

 

French art has long been a major key to understanding European culture and history, as it has had a strong influence on 

countries such as Italy, Germany, and Northern Europe over a long period. In this course, students will learn about French art 

that has developed mainly in the art city of Paris. We will discuss paintings created from the Renaissance to the beginning of 

the 20th century, as well as decorative arts such as tapestries typified by Gobelins and pottery. In each class, we will distribute 

materials and look at as many works as possible by projecting slides.   

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 中世のパリと芸術 

3. フランスのルネサンス―フォンテーヌブローとパリ  

4. ルイ 14 世時代の芸術―パリとヴェルサイユ  

5. 18 世紀ロココの精華 

6. ロココの装飾芸術―ゴブランとセーヴル 

7. ルーヴルの歴史―宮殿から美術館へ 

8. 革命期の芸術 

9. 新古典主義とロマン主義 

10. 近代都市パリとマネの芸術 

11. 印象派の風景画―パリとその近郊 

12. ナビ派の世界 

13. 世紀末パリの芸術 

14. 総括・補遺 

 

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

授業で扱ったテーマについて、ノートを見直し、参考文献を読むことを通じて、理解を深めてください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(100%) 

【変更前】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。 
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参考文献（Readings） 

1. 高階秀爾、1990、『フランス絵画史―ルネッサンスから世紀末まで』、講談社学術文庫 

2. ジャン=マリー・ペルーズ・ド・モンクロ(著)／三宅理一（監訳）、2012、『芸術の都パリ大図鑑 : 建築・美術・デザイン・歴史』、西

村書店 

その他の参考文献は授業中に指示します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

【オンデマンド授業  配信スケジュール】 

第 1 回：9 月 24 日 

第 2 回：10 月 1 日 

第 3 回：10 月 8 日 

第 4 回：10 月 15 日 

第 5 回：10 月 22 日 

第 6 回：10 月 29 日 

第 7 回：11 月 12 日 

第 8 回：11 月 19 日 

第 9 回：11 月 26 日 

第 10回 12 月 3 日 

第 11 回：12 月 10 日 

第 12 回：12 月 17 日 

第 13 回：1 月 14 日 

第 14 回：1 月 21 日 

 

 【注意事項】 

 授業を受講するにあたっては、次の点に注意してください。授業は各回ごとに一定期間公開します。また毎回、授業を受講した

のち課題を提出してもらいます。授業公開期間及び課題内容とその提出期間等の授業情報については、立教時間に公開しま

す。受講生は必ず確認してください。また、上述のように各回ごとに授業公開期間及び課題提出期間が設定されるため、数回分

の授業を後日まとめて受講することはできません。 

 

【変更前】本講義では、フランスの美術作品を中心に取り上げ、スライドを用いて多くの作品を紹介します。履修者はスライドや図

版を通して作品を考察するだけでなく、展覧会に足を運び自分の目で作品をみて美術を楽しむことを覚えて欲しいと思います。 

なおスライドの撮影は禁止します（美術作品画像の著作権に関わるため）。  

 

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。 

 

The aim of this course is for students to become able to understand Japanese society and culture, and intercultural 

communications through the characteristics of the architecture and cities of each era from ancient times to modern times and 

their transformation process. 

 

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、住宅を中心に日本人の生活と暮らしについて学び、さらに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。 

 

Japan has incorporated various cultures, religions, political systems, and thought from the Chinese continent, the Korean 

peninsula, and the West, fusing them with the Japanese climate, topography, existing culture, and religion to build various 

architecture and cities. At the same time, architecture and cities are places where people live their lives and places where new 

cultures are born and nurtured. In this course, students will learn about Japanese life and living mainly focused on housing, and 

we will broaden our horizons to urban facilities, and students will learn about the characteristics of Japanese architecture and 

cities, their transitions, and the life and culture of the people who live in them. 

 

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. 建築史の基礎知識 

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・社交） 

7. 江戸の成り立ち 

8. 東京の成り立ち 

9. 戦後日本 

10. 住まいと文化 3（食生活と暮らし） 

11. 住まいと文化 4（水回りと暮らし） 

12. 衛生と建築・都市（公衆浴場、病院など） 

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） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/リアクションペーパーの内容(20%)/中間レポート(20%) 

中間レポートの詳細は第 1 回の講義にて提示する。【変更前】筆記試験(Written Exam)45％、平常点(In-class Points) 55％、リア

クションペーパーの内容(30%) 、レポート(25%) 備考(Notes) レポートの詳細は第 1 回の講義にて提示する。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。 
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参考文献（Readings） 

授業中に適宜提示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

参考文献、課題の提出などに Blackboard を使用する。 

 

注意事項（Notice） 

本科目は、担当教員の実務経験、または実務に従事するゲスト・スピーカーの招聘講義等を活かした授業である。 
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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。 

 

This course takes up a diverse range of dances in society, and cultivates students' ability to explore the meaning of dance 

which is one of human cultures by understanding dance theoretically and scientifically from various viewpoints. 

 

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」「教育の中の舞踊」

「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。 

 

This course touches on the background of cultures rooted in communities and of the dancers that appear in these comunities 

to deepen students' understanding of dance through related research. The dances to be taken up are "dance in our life", 

"dance in art",  "dance in education", and "dance in physical science", etc. In the classes, we will study dance while watching 

videos as appropriate. 

 

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. モダンダンスの発展 

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）で観る機会をもち、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（レジュメ／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)） 
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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） 
映像メディアと現代社会の関係について 

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。  

 

The aim is to deepen students' understanding of the relationship between "visual media" and "society" in the present age, and 

for students to acquire the attitude and critical awareness necessary to live in today's complex and diverse "visual media-

based society."   

 

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、現代社会の在り方を示した作品

を、多様な角度から取り上げ、視聴し、それに基づいて考察を行います。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。映像史において、重要な問題提起をした作品を鑑賞します。扱う作品および監督については、その都度、説明、解説を行いま

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。  

 

The 21st century society in which we live is based on advanced media technology. In this course, we will take up works that are 

representative of contemporary society from various angles, view them, and consider them based on this. The works to be 

taken up are mainly older films. We will carefully watch works that have raised important issues in the history of visual media. 

We will explain and comment on the works and directors that we deal with each time. In addition, please consider the following 

course plan as a rough guide of the overall flow.   

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション １９世紀、映像の誕生 

2. 映像の前史 映像の起源とメカニズム、および哲学との関係性について 

3. リュミエール兄弟による「シネマトグラフ」の発明 

4. フィクションとドキュメンタリー 

5. ドキュメンタリーとは何か？ 映像による記録の意義と問題点 

6. 映像メディアと政治のつながり 

7. 中間まとめ 

8. 作品の鑑賞および解説（１） 

9. 作品の鑑賞および解説（２） 

10. 作品とその思想（１） 

11. 作品とその思想（２） 

12. 現代の映像社会の在り方について考える（１） 

13. 現代の映像社会の在り方について考える（２） 

14. 全体まとめ 要約と結論 

 

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

本授業では、ただ映像を観て感想を述べるのではなく、自分自身で考え、問題提起する能力を身につけることを目標としていま

す。そのため、授業後は配布したプリントを復習すると共に、テキストを読むことで、授業内容への理解を深めていくことが重要で

す。 

映像と社会について真剣に考えてみたい人を歓迎します。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(70%)/平常点（リアクション・ペーパー及び授業に臨む姿勢）(30%) 

レポートを重視します。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 築地正明、2019、『わたしたちがこの世界を信じる理由』、河出書房新社 (ISBN:978-4-309-24936-0) 
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授業内でプリント（テキスト及び参考文献のコピー等）を配布しますが、読解力を養うために、できる限り自主的に読むようにしてく

ださい。 

 

参考文献（Readings） 

1. 日高優 編、2016、『映像と文化』、幻冬舎 (ISBN:978-4-344-95302-4) 

その他、授業内で適宜紹介していきます。  

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

フィードバックは、授業内で適宜おこないます。 

参考図書を紹介したページ。 

https://honto.jp/booktree/detail_00010690.html 

テキストの内容に関わるページ。 

https://dokushojin.com/article.html?i=6391 

 

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。  

 

Precisely experience the body.  

 

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。  

 

 Most people in the world have bodies. Even ghosts often have bodies. If you look at crowds, there are bodies here and there, 

too. Anyway, there are various bodies overflowing in the world. However, the fact that the world is "overflowing" with bodies 

does not mean that bodies are "ordinary." 

 One person's body cannot be replaced by anyone else's body. In other words, it may seem surprising at first glance, but the 

"body" is, in a sense, even more individual than "consciousness" or "thought." No matter what the body, there is nothing 

ordinary about it. 

 However, eyes that don't see reality clearly (eyes that have become increasingly insensitive to differences in daily life) will not 

see this. If so, in order to see that "unordinary things" or "extraordinary things" are "overflowing," in order to touch upon the 

excesses of the world, a precise eye (or a fine body) probably must be trained. 

 However, it is also true that since the body is so close to us, or because it is not "close" to us but "is" us, we cannot 

understand its individuality well. In the first place, we cannot directly see our own face or full-body image (our face in the mirror 

is flipped left to right), we don't know well how our bodies work (for example, I guess few people know exactly what their internal 

organs are digesting and absorbing right now), and we don't know well to what extent we can transform our bodies into 

something extraordinary (please recall the emotions of when you started (or were about to start) a bold style.) 

 As our daily usage of the body is extremely limited, the potential possessed by the human body is manifested only within this 
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narrow range. The time that we understand what the potential of the body is, what it can do, and how it works, is when the body 

goes outside daily life or outside our fixed framework. Such activities are tentatively called "expressions" here. 

 Although the introduction has become long, what this lecture deals with is the history of the act of expression that brings the 

body out of the constraints of everyday life. (On reflection, this will mean reconsidering the way of our bodies in daily life, but 

this will only be a by-product.) I would like to think about the extraordinary individuality of each body from various angles 

through the expression of the body in films, literature, dance, sculpture, music, paintings, photographs, and clothing, etc. Related 

philosophy and thought will be introduced as appropriate, including gender, sexuality and eros theory. 

 The course plan is listed below, but please be aware in advance that this is only temporary and we may well not proceed 

according to the plan.  

 

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）服をまとう 

13. バルト／メルロ゠ポンティ 

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。  

 

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） 
文学が映し出す生 ～「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。 

 

While gaining a rough understanding of the historical flow of literature in the German-speaking sphere, we will deepen students' 

understanding and interest in literature by confronting the expressive methods and problems found in individual works. Also, 

after reading through the works themselves, students will be able to identify the problems contained in the works and discuss 

them in appropriate writing. 

 

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。 

 

Among early modern to modern literary works in the German-speaking sphere (novels and plays), we will highlight those that we 

want the students to know and those that we want students to read in their student days, and will provide outlines the authors' 

lives and backgrounds, and the content of the works, etc. Following this, we will read translations of parts of the works and 

consider the expressive methods and problems found in them. In each class, students will be required to submit their opinions 

and thoughts about the work in appropriate writing. 

For works that have been made into films, we will watch parts of the DVDs and try to compare them with the text. 

 

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』 

8. 美しき破滅 ～トーマス・マン『ヴェニスに死す』 

9. 新たなる時代の新たなる演劇を目指して ～ベルトルト・ブレヒト『三文オペラ』 

10. 自分自身へと至る道 ～ヘルマン・ヘッセ『車輪の下』など 

11. 児童文学を振り返る ～エーリッヒ・ケストナー『飛ぶ教室』など 

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』、『モモ』など 

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、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） 
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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、さらには読書の楽しさを知ってみたいと思う人などの積極

的な参加を期待しています。 

 

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） 
「フランス語で書く」ということの意味を探る 

担当者名 

（Instructor） 
河野 美奈子(KOUNO MINAKO) 

学期 

（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） 

カナダのケベック、カリブ海、アフリカ、地中海と様々な地域のフランス語で書かれた作品を分析、考察することで多様な文化への

理解と多角的な視野を獲得することを目的とする。 

 

The course aims to acquire understanding and multi-dimensional perspective on diverse culture through analysis and 

consideration of French-language literature in various regions including Quebec (Canada), Caribbean, African, and Mediterranean 

regions. 

 

授業の内容（Course Contents） 

授業では、様々な国の作家の作品の分析をすると同時に作品の背景となる歴史や社会についても理解を深める。授業では、ア

ンヌ・エベール、キム・チュイ、ジョゼフィーヌ・バコン、ナオミ・フォンテーヌ、エメ・セゼール、フランツ・ファノン、エドゥアール・グリッ

サン、マリーズ・コンデ、アマドゥ・クルマ、タハール・ベン・ジェルーン、アミン・マアルーフ、アシア・ジェバール等の作品を取り上げ

る予定である。 

 

This course will analyze works of authors from different countries, and provide deeper understanding on history and society 

underlying the works. Works by Anne Hébert, Kim Thuy, Joséphine Bacon, Naomi Fontaine, Aimé Césaire, Frantz Fanon, Édouard 

Glissant, Maryse Condé, Ahmadou Kourouma, Tahar Ben Jelloun, Amin Maalouf, Assia Djebar, and others will be featured in 

class. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入 (1) 

2. 導入 (2) 

3. ケベック (1) 

4. ケベック (2) 

5. ケベック (3) 

6. カリブ海 (1) 

7. カリブ海 (2) 

8. カリブ海 (3) 

9. アフリカ (1) 

10. アフリカ (2) 

11. アフリカ (3) 

12. 地中海 (1) 

13. 地中海 (2) 

14. まとめ 

 

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

授業内で扱った作品をできるだけ読むこと。 

 

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（リアクションペーパーおよび発言）(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業時にプリントを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

授業時に指示する。 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

リアクションペーパーについては、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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■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-speaking sphere) 

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。 

 

Students will learn and become able to explain the regional, historical, cultural and stylistic characteristics of Latin American 

and Spanish literature. 

 

授業の内容（Course Contents） 

スペイン語圏地域について歴史的な経緯を踏まえたのち、映画などを利用しつつ、この地域の文学を学び、地域的・文化的・様式

的特徴を学ぶ。 

 

After hearing an historical overview of Iberia and Latin America, students will learn the literature of this region and also study 

regional, cultural, and stylistic features, using videos, etc. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. ラテンアメリカ概観 

3. ラテンアメリカ地域の広がりー『シークレット・パラダイス』 

4. 1492 とスペインー『コロンブス、永遠の海』 

5. 反米主義ー『モーターサイクル・ダイアリーズ』 

6. ラテンアメリカのシェイクスピアー『ウェストサイド物語』 

7. ラテンアメリカの「顔」 

8. 他者を描くことの問題ー『冷血』 

9. コンタクトゾーンー『蜘蛛女のキス』 

10. 埋葬、祝祭ー『愛その他の悪霊について』 

11. 文学史と正典ーキューバと『我らの大地』 

12. テスティモニオ（証言）の力ー『私の名はリゴベルタ・メンチュウ』 

13. 翻案ー『ジュリエッタ』 

14. スペイン文学の古典ー『ドン・キホーテ』 

 

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

授業で利用する映画や文学作品はすべ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)(70%)/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. 久野量一、2018、『島の「重さ」をめぐってーキューバの文学を読む』、松籟社 (ISBN:4879843644) 

2. エドゥアルド・ガレアーノ、2019、『日々の子どもたち あるいは 366 篇の世界史』、岩波書店 (ISBN:4000245406) 

 

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。 

 

By touching upon various Chinese classical poems, students will acquire basic knowledge to read Chinese classical literature 

and acquire the ability to appreciate Chinese poetry. Also, by understanding the lives of individual poets and the background of 

their time, students will deepen their understanding of China's classical world in general. 

 

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。 

 

Chinese poetry is one of the leading literary forms in China, and the scenery and customs of various times and the emotions of 

many people are included in the poems. In this course, students will touch upon many Chinese poems, from The Book of Songs 

to Tang poetry, and acquire basic knowledge of Chinese poems. In addition, we will analyze the words (poetic language) which 

are included in poetry, and approach the charm of classical Chinese poetry. 

 

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)） 
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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。   

 

Students will learn about leading works and writers of Korean literature, and understand the atmosphere and background of 

each era, and how people think and feel, etc. by reading the works.   

 

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 1390 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。   

 

We will make use of both lectures and seminars. In the classes, after mainly explaining the artist's life and the background of the 

age concerning literature since the 1390s, we will distribute print-outs of parts of typical works and read them. In addition, 

students will read the works given as a task, summarize the contents, and present in class. Students will write a reaction paper 

at the end of the class. All classes will be conducted in Japanese, and we also use a Japanese translation of the textbook.   

 

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. 口碑文学 3 

5. 古典文学１  

6. 古典文学 2 

7. 近現代文学１  

8. 近現代文学２ 

9. 発表とディスカッション１ 

10. 発表とディスカッション 2 

11. 発表とディスカッション 3 

12. 発表とディスカッション 4 

13. 発表とディスカッション 5 

14. 発表とディスカッション 6 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） 

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。    

 

参考文献（Readings） 

1. 『朝鮮近代文学選集１～７』、平凡社 
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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 

 

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） 
『レ・ミゼラブル』を読む 

担当者名 

（Instructor） 
菅谷 憲興(SUGAYA NORIOKI) 

学期 

（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） 

ヴィクトル・ユゴーの『レ・ミゼラブル』（1862）を読みながら、フランス革命後の十九世紀フランス社会について考察する。 

 

Students will consider nineteenth-century French society after the French Revolution by analyzing Victor Hugo's Les 

Misérables (1862).  

 

授業の内容（Course Contents） 

ユゴーの有名な小説を翻訳を使って熟読していく。長大な作品なので、授業ではおもに最初の二巻を扱うことになる。誰でもタイト

ルぐらいは知っているこの小説は、物語として抜群に面白いだけでなく、十九世紀前半のフランスの歴史や社会に関する最良の

百科事典にもなっている。毎回一つの歴史的・文化的テーマを掘り下げながら、フランス革命後の激動の時代の諸相を探ってい

きたい。恋愛から革命まで幅広いテーマに触れる予定。毎回授業の最初に必ず全員にミニ・レポートを提出してもらい、さらにあら

かじめ当てられた学生に発表してもらった上で、それをもとにディスカッションする。従って、該当箇所を読んでこなかった学生に

は出席を禁止する。 

 

In this course, we will peruse the translations of Victor Hugo's famous novels, focusing on the first two volumes. The novel is 

not only extremely interesting as a story but also an excellent encyclopedia of French history and society in the first half of the 

nineteenth century. We will explore each aspect of the turbulent era after the French Revolution, delving into one historical and 

cultural theme in each reading. At the beginning of each class, each student will submit a mini-report, with an assigned student 

presenting. Students who have not read the relevant section are prohibited from attending. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 解説と発表１ 

3. 解説と発表２ 

4. 解説と発表３ 

5. 解説と発表４ 

6. 解説と発表５ 

7. 解説と発表６ 

8. 解説と発表７ 

9. 解説と発表８ 

10. 解説と発表９ 

11. 解説と発表１０ 

12. 解説と発表１１ 

13. 解説と発表１２ 

14. まとめ 

 

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

必ず次回の授業で扱う個所を読んで、リアクションペーパー一枚分のミニ・レポートを書いてくること。提出しなかった学生は、出

席不可とする。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/発表(30%)/授業への参加度(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. ユゴー、1967、『レ・ミゼラブル（第一巻）』、新潮文庫 (ISBN:4102117016) 

2. ユゴー、1967、『レ・ミゼラブル（第二巻）』、新潮文庫 (ISBN:4102117024) 
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参考文献（Readings） 

1. 鹿島茂、1994、『「レ・ミゼラブル」百景』、文春文庫 

2. 稲垣直樹、1998、『「レ・ミゼラブル」を読みなおす』、白水社 

3. デイヴィッド・ベロス、2018、『世紀の小説『レ・ミゼラブル』の誕生』、白水社 

その他、授業中に適宜指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

2019 年春（4/19～5/28）に帝国劇場で『レ・ミゼラブル』のミュージカルを再演します。ぜひ観に行くことを勧めます。 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 

 - 592 - 

■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） 

様々な建築を考察することで、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。 

 

Through a study of various architecture styles, the participants will be able to concretely grasp the dynamic relationship 

between body and space. 

 

授業の内容（Course Contents） 

日本と西洋の近現代の様々な建築作品を取り上げながら、身体（知覚と感覚）と空間、あるいは、身体と環境の相互的な影響を

考えてみたいと思います。 

 

 This course will encourage students to consider the interaction between the body (perception and sensation) and space, or 

that between the body and the environment, through analysis of a variety of modern and contemporary architectural works in 

Japan and the West. 

 

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） 
Interdisciplinary Research in Art and Humanities 

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） 
CMP3301 

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） 

This course aims to broaden knowledge and develop learning skills on humanity, especially art sciences. Being intended for 

international students and students who want to study, or have studied abroad, the course will develop international 

communication skills to present your own ideas and to exchange opinions with other people in English.  

 

授業の内容（Course Contents） 

In these days, interdisciplinary research is becoming more and more popular and it is important for all students to have interest 

in multiple study areas and to communicate with other students beyond language and culture. To develop academic English 

communication skills, students will practice providing presentations on topics in art and humanities and asking questions in 

English.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction: International communication skills in academia  

2. Presentation and discussion 1 

3. Presentation and discussion 2 

4. Presentation and discussion 3 

5. Presentation and discussion 4 

6. Guest speaker 1 

7. Presentation and discussion 5 

8. Presentation and discussion 6 

9. Presentation and discussion 7 

10. Presentation and discussion 8 

11. Guest speaker 2 

12. Presentation and discussion 9 

13. Presentation and discussion 10 

14. Presentation and discussion 11 

 

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

A presentation summary has to be submitted at latest 2 days before the course.   

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Presentation(50%)/Discussion(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

Blackboard will be used to provide materials.  

Zoom等を用いたオンライン（ライブ）での授業となります。 

 

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(Niiza) 

(Visual Arts of Japan) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
トピックでみる日本美術と日本美術史 

担当者名 

（Instructor） 
伊藤 紫織(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） 
CMP2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

日本美術史の代表的な作品、作者について知識を深め、日本美術の特質を自分の言葉で表現することによって日本文化への理

解を深める。 

 

Students will deepen their understanding of Japanese culture by deepening their knowledge about leading works and artists of 

Japanese art history and expressing the characteristics of Japanese art in their own words. 

 

授業の内容（Course Contents） 

日本美術史の代表的な作品を主題、作者、地域、吉祥性、文学や宗教との関わりなど様々な角度から概観したり、掘り下げたり

して見ていきます。日本美術に接し、その面白さを捉え、特質を考えます。 

 

We will give an outline, explore, and look at the leading works of Japanese art history from various angles, covering the subjects, 

artists, regions, fortune, and relation with literature and religion. We will appreciate Japanese art, understand its interest, and 

think about its characteristics. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 日本美術と日本美術史 

2. 日本美術史の歴史と方法 

3. 日本美術の特質 

4. 日本美術史と宗教 

5. 日本美術の人物表現 

6. 日本美術と植物・動物 

7. 日本美術の風景表現 

8. メディアとしての日本美術 

9. 日本美術の地域性 

10. 日本美術と文学 

11. 日本美術と吉祥 

12. 日本美術の流派 

13. 世界の美術と日本美術 

14. まとめ  

 

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

博物館や美術館のウェブサイトも活用してください。 

 

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%) 

【変更前】筆記試験(Written Exam)60%, 平常点(In-class Points)40% (平常点 10%,リアクションペーパー30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 辻惟雄、1991、『カラー版日本美術史』、美術出版社 (ISBN:978-4-568-40065-6) 

2. 山下裕二・高岸輝、2014、『日本美術史』、美術出版社 (ISBN:978-4-568-38907-4) 

3. 中村興二・岸文和、2001、『日本美術を学ぶ人のために』、世界思想社 (ISBN:4-7907-0858-6) 

4. 1990－94、『日本美術全集』、講談社 

5. 2012－16、『日本美術全集』、小学館 

その他随時授業内で紹介します。日本史の資料集なども使えるので持っている人は捨てずにとっておいてください。 
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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(Niiza) 

(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。 

 

(1) Students will acquire basic knowledge about Japanese classical music. (2) Students will grasp the flow of classical music in 

Japan from a historical point of view. (3) Students will understand the beauty of Japanese classical music from a 

comprehensive perspective, and explore contact points with the present. 

 

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。 

 

There are many genres and great variety in Japanese classical music. In terms of its characteristics, we can say that (1) Many 

works are vocal music, (2) Many works are connected closely to elements such as dance, theater and art, and (3) Many works 

are influenced by leading entertainment and music. At the same time as learning the above characteristics through each genre 

of Japanese classical music, students will acquire basic knowledge and understand the historical flow. Also, students will 

appreciate performances by performers, understand the beauty of classical Japanese music, and explore the contact points 

with us in our modern lives. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 日本の古典音楽を概観する（１）―日本の古典音楽の歴史的な流れを概観する 

2. 日本の古典音楽を概観する（２）―日本の古典音楽の特徴を知る 

3. 音階について考える―日本音楽と西洋音楽の比較から 

4. 雅楽の紹介と鑑賞 

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. 歌舞伎とその音楽の紹介と鑑賞 

11. 人形浄瑠璃文楽の紹介と鑑賞 

12. 人形浄瑠璃文楽と歌舞伎の比較 

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・復習の一環として以下に努めること。1.日常生活に鳴り響いている音楽を意識的にとらえる。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。 

 

その具体的方法などについては、必要に応じて授業内に指示する。 

 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

課題Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ＋Ⅳ＋Ⅴ（各 10％ずつ）(50%)/課題Ⅵ＋Ⅶ＋Ⅷ＋Ⅸ＋Ⅹ（各 10％ずつ）(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。 

【変更前】筆記試験(Written Exam)50%, 平常点(In-class Points)50% (講義時の集中度 40%,講義時のアンケート 10%) 
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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。ゲストの都合により、紹介・鑑賞する

音楽のジャンルの順番が変わることがある。 

鑑賞にふさわしい演奏会などの情報を適宜、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。 

 

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(Niiza) 

(Japanese Arts A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
History of Japanese art 

担当者名 

（Instructor） 
ウィットカム（WITKAM FRANK） 

学期 

（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） 

・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） 

• Students develop an understanding of the historical development of Japanese art. 

• Students obtain skills in identifying and analyzing artworks and techniques. 

• Students learn to interpret the meanings of artworks by situating them into their 

contemporary cultural and social contexts. 

 

授業の内容（Course Contents） 

This course explores Japanese art from prehistory to modern times. The focus is on painting, sculpture, ceramics, prints, 

photography, architecture, etc. The first part of the course focuses on premodern art and the second part on modern art. What 

can artworks tell us about developments in Japanese culture? How can we analyze objects to find out? This course introduces 

various methods for describing artworks within their cultural context.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction, prehistoric art and material culture 

2. Horyuji Gallery and exhibition 

3. Court arts 

4. Medieval religious art 

5. Zen and samurai patronage 

6. Kimono exhibition 

7. Art in the marketplace 

8. Naturalism and genre painting in Japan 

9. Ukiyo-e hands-on session 

10. (Re-)inventing art in Japan 

11. Wartime art 

12. National Museum of Modern Art 

13. Postwar and contemporary art 

14. Final Test 

 

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

Readings before each class. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(40%)/In-class assignments(40%)/Participation(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Tsuji Nobuo. 2018. History of Art in Japan. Tokyo University Press (ISBN:9784130870603) 

2. 辻惟雄、2005、『日本美術の歴史』、東京大学出版会 (ISBN:4130820869) 

 

参考文献（Readings） 

1. Tsuji Nobuo. 2018. History of Art in Japan. Tokyo University Press (ISBN:9784130870603) 

2. 辻惟雄、2005、『日本美術の歴史』、東京大学出版会 (ISBN:4130820869) 

 

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

本科目は、担当教員の実務経験、または実務に従事するゲスト・スピーカーの招聘講義等を活かした授業である。 
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■FC404 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

Ｊａｐａｎｅｓｅ Ａｒｔｓ Ｂ             新座(Niiza) 

(Japanese Arts B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
The Roles of Japanese Traditional Music: What is a "Japanese" Sound 

担当者名 

（Instructor） 
シュムコー(SCHMUCKAL COLLEEN C.) 

学期 

（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 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 history, society, and popular trends to answer one overarching question: What is a "Japanese" sound? Students 

will learn how to voice their observations through in-class discussions and presentations. After examining and debating the 

historical and modern roles for each major traditional instrument and genre, the class will experience performing each major 

music covered within the course. This hands on approach to learning will help students deepen their understanding of traditional 

music, as well as form more compelling criticisms on the music heard daily through media, advertisements and for 

entertainment.  

 

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 significance. This course will also include interactive components including 

workshops by guest performers and instrumental/vocal in-class performances. Students will also undertake research projects 

on a performer or musical genre of their choice and present brief in-class presentations during the final weeks of class.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Orientation: School Dances (Square and Soran-bushi) 

2. Shōmyō: Ritual Singing and Buddhist Chanting (workshop) 

3. Gagaku: Imperial Court Music and Dance (workshop) 

4. What is “Japanese” Music: Reflections on the Modernization of Gagaku and Shōmyō 

5. Shakuhachi: from Buddhist Ritual Tool to Musical Instrument (workshop) 

6. Koto: from the Courts, Temples to Private Homes (workshop) 

7. Shamisen: Commoner’s Entertainment to Art Music 

8. Gendai Hōgaku: Reflections on Modernizing Koto, Shakuhachi and Shamisen 

9. Noh: meditative theater (workshop) 

10. Kabuki: entertainment theater (workshop)  

11. Modernizing the Stage: the Expansion of Noh, Kabuki, and Japanese Dance  

12. IHow to Sound “Japanese”: reflections on popular Japanese traditional music (enka, shamisen boom, and festival music) 

13. In-class presentations 

14. Course Recap: What is a "Japanese" Sound? 

 

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 submit 

observations. 

Explorative Learning will be announced as needed 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Attendance and Participation(30%)/Report (x 3)(30%)/Final Presentation(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Bonnie C. Wade. 2005. Music in Japan. Oxford University Press 

 

参考文献（Readings） 
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1. Tokita, Alison McQueen and David W. Hughes. 2008. The Ashgate Research Companion to Japanese Music. Ashgate 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

本科目は、担当教員の実務経験、または実務に従事するゲスト・スピーカーの招聘講義等を活かした授業である。 

 

  



 

 - 602 - 

■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。 

 

While learning basic matters about major works and painters in Japanese art history, students will deepen their understanding of 

the subject matter, techniques, and production environment of works, especially with regard to the painting history of early 

modern times. 

 

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。 

 

While confirming the flow of art history in Japan, we will select specific painters and works in each class and introduce them in 

detail, focusing on the subjects that are depicted. At that time, we will seek a range of comparative examples from all times and 

places, focus on the relationships with the literature and performing arts, etc. of the same period, and consider the 

characteristics of the works and the cultural and historical significance from a multi-perspective approach. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 日本美術の基礎知識（画面形式と技法） 

2. 日本絵画の画家と流派（狩野派・琳派を中心に） 

3.          〃 

4. 日本絵画の主題 動物画の概観（獅子、象、猿をめぐる絵画史） 

5.          〃 

6. 日本絵画の主題 合戦図の概観（武将をめぐる造形表現） 

7. 日本絵画の主題 南蛮美術の概観（初期洋風画の特質） 

8.          〃 

9. 日本絵画の主題 風俗画の概観（洛中洛外図を中心に） 

10. 日本絵画の主題 絵巻の概観（やまと絵の表現） 

11.          〃 

12. 日本絵画の主題 浮世絵の概観（師宣から国芳まで） 

13. 日本絵画の主題 18 世紀の京都画壇（伊藤若冲を中心に） 

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。 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

本科目は、担当教員の実務経験、または実務に従事するゲスト・スピーカーの招聘講義等を活かした授業である。 
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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） 
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。 

 

(1) Students will acquire basic knowledge about Japanese classical music. (2) Students will grasp the flow of classical music in 

Japan from a historical point of view. (3) Students will understand the beauty of Japanese classical music from a 

comprehensive perspective, and explore contact points with the present. 

 

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。 

 

There are many genres and great variety in Japanese classical music. In terms of its characteristics, we can say that (1) Many 

works are vocal music, (2) Many works are connected closely to elements such as dance, theater and art, and (3) Many works 

are influenced by leading entertainment and music. At the same time as learning the above characteristics through each genre 

of Japanese classical music, students will acquire basic knowledge and understand the historical flow. Also, students will 

appreciate performances by performers, understand the beauty of classical Japanese music, and explore the contact points 

with us in our modern lives. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 日本の古典音楽を概観する（１）―日本の古典音楽の歴史的な流れを概観する 

2. 日本の古典音楽を概観する（２）―日本の古典音楽の特徴を知る 

3. 音階について考える―日本音楽と西洋音楽の比較から 

4. 雅楽の紹介と鑑賞 

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. 歌舞伎とその音楽の紹介と鑑賞 

11. 人形浄瑠璃文楽の紹介と鑑賞 

12. 人形浄瑠璃文楽と歌舞伎の比較 

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・復習の一環として以下に努めること。1.日常生活に鳴り響いている音楽を意識的にとらえる。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。 

 

その具体的方法などについては、必要に応じて授業内に指示する。 

 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

課題Ⅰ(5%)/課題Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ(30%)/課題Ⅴ・Ⅵ・Ⅶ(30%)/課題Ⅷ・Ⅸ・Ⅹ(30%)/課題Ⅺ(5%) 

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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課題Ⅰ～Ⅺ 100％ 

【変更前】筆記試験(Written Exam)50%, 平常点(In-class Points)50% (講義時の集中度 40%講義時のアンケート,10%) 

 

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。ゲストの都合により、紹介・鑑賞する

音楽のジャンルの順番が変わることがある。 

鑑賞にふさわしい演奏会などの情報を適宜、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。 

 

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、それぞれの身体を通して

探ってゆく。 

担当者名 

（Instructor） 
鵜澤 光(UZAWA HIKARU) 

学期 

（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）・型（動き）を身体を通して学ぶ。それによって日本人の培った、

豊かな感性に気づき、更に日本文化の深層に触れて行く。 

 

Students will learn the underlying power that supports the expression of Noh, the lyrics of Noh (words) and movements through 

the body. As a result, students will become aware of the rich sensibility of Japanese people, and will touch upon the deeper 

layers of Japanese culture. 

 

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、実際に身体で学ぶ。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。 

 

We will take a Noh songs, understand the contents, and learn parts of them with the body, including poetry and prose, verses, 

and movements associated with them. The course will be practically-oriented. Students will have to challenge themselves to 

use their own bodies to the fullest to see how close they can get to the expression of Noh. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーションと実技・・・授業をどう進行するかの説明。「能」とはどのような演劇なのか、その内容・歴史などを映像を

観つつ学ぶ。実技をスタートする。 

2. オリエンテーションと実技・・・能「海士」（あま）を素材に戯曲を音読し，現代語訳しつつ，内容を把握する。実技の基本を学

ぶ。 

3. 実技。「海士」を学ぶ・・・能「海士」を声を出して謡う。カマエ・ハコビなど、型の単元を学ぶ。「海士」の一部を実際に謡い、型

を少しづつ学んでゆく。 

4. 実技。「海士」の一部分を実際に演じる（これが最終テストの課題である。） 

「海士」の課題部分を最終テストに向けて少しづつ学ぶ、暗記する。 

5. 実技。前回のつづき。 

「海士」の課題部分の学びを少しづつ進め、深める。 

6. 実技。前回のつづき。 

「海士」の課題部分の学びを少しづつ進め、深める。 

7. 実技。前回のつづき。 

「海士」の課題部分の学びを少しづつ進め、深める。 

8. 実技。前回のつづき。 

「海士」の課題部分の学びを少しづつ進め、深める。 

9. 実技。前回のつづき。 

「海士」の課題部分の学びを少しづつ進め、深める。 

10. 身体との関わりについて、古典とは違う視点から学ぶ。 

ゲストスピーカー（舞踏家）によるワークショップを予定。 

11. 実技。最終テストに向けてしっかり身に付いているか、一人一人細かく学ぶ。 

12. 実技。前回のつづき。 

最終テストに向けてしっかり身に付いているか、一人一人細かく学ぶ。 

13. 授業内「海士」の最終実技テストその 1 を実施。 

14. 授業内「海士」の最終実技テストその 2 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、復習してくること。きちんと授業に出れば試験範囲は習得で

きるので、諦めないこと。実技中心の積み重ねが肝要な授業である為，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。 
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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「海士」（あま）』、檜書店 

 

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)） 

受講者は必ず白足袋にて参加すること。 

座りやすく動きやすい服装で授業に参加すること。 

 

http://www.tessen.org 

http://www.hikaruuzawa.com 

 

注意事項（Notice） 

本科目は、担当教員の実務経験、または実務に従事するゲスト・スピーカーの招聘講義等を活かした授業である。 
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■FC504 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

Ｊａｐａｎｅｓｅ Ｃｕｌｔｕｒｅ １ 

(Japanese Culture 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
The power of Japanese culture: one thousand years of manga. 

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） 

Manga and anime have gained by now global success and opened the door to a new form of soft economy. The purpose of this 

course is to follow the development of manga and anime, and to understand the political, 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)） 
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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 

(Japanese Culture 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 

Introduction to popular culture: politics, ideologies, and the power of culture 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） 
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 in order to help students understand the meaning and importance of popular culture 

patterns and products in daily life. 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. Rappers, Hip hop, and jazz: adopting and adapting global music and revolution. 

3. Rappers, Hip hop, and jazz (contin.). 

4. Bloggers, fashion magazines, and the role of the Internet in the construction of gender and sexuality. 

5. Structuralism and symbols in popular festivals. 

6. Glocalization, globalization, and hybridity. 

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 dogs: virtual love, virtual life as social formation. 

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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■FC506 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

Ｊａｐａｎｅｓｅ Ａｒｔｓ Ａ 

(Japanese Arts A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
History of Japanese Art 

担当者名 

（Instructor） 
ウィットカム (WITKAM FRANK) 

学期 

（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） 

• Students develop an understanding of the historical development of Japanese art. 

• Students obtain skills in identifying and analyzing artworks and techniques. 

• Students learn to interpret the meanings of artworks by situating them into their 

contemporary cultural and social contexts. 

 

授業の内容（Course Contents） 

This course explores Japanese art from prehistory to modern times. The focus is on painting, sculpture, ceramics, prints, 

photography, architecture, etc. The first part of the course focuses on premodern art and the second part on modern art. What 

can artworks tell us about developments in Japanese culture? How can we analyze objects to find out? This course introduces 

various methods for describing artworks within their cultural context.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction, prehistoric art and material culture 

2. Horyuji Gallery and exhibition 

3. Court arts 

4. Medieval religious art 

5. Zen and samurai patronage 

6. Kimono exhibition 

7. Art in the marketplace 

8. Naturalism and genre painting 

9. Ukiyo-e hands-on session 

10. (Re-)inventing art in Japan 

11. Wartime art 

12. National Museum of Modern Art 

13. Postwar and contemporary art 

14. Written examination 

 

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

Readings in preparation for each class. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(40%)/In-class assignments(40%)/Participation(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Tsuji Nobuo. 2018. History of Art in Japan. Tokyo University Press (ISBN:9784130870603) 

2. 辻惟雄、2005、『日本美術の歴史』、東京大学出版会 (ISBN:9784130820868) 

 

参考文献（Readings） 

1. Tsuji Nobuo. 2018. History of Art in Japan. Tokyo University Press (ISBN:9784130870603) 

2. 辻惟雄、2005、『日本美術の歴史』、東京大学出版会 (ISBN:9784130820868) 

 

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

本科目は、担当教員の実務経験、または実務に従事するゲスト・スピーカーの招聘講義等を活かした授業である。 
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■FC507 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

Ｊａｐａｎｅｓｅ Ａｒｔｓ Ｂ 

(Japanese Arts B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
The Roles of Japanese Traditional Music: What is a "Japanese" Sound 

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 history, society, and popular trends to answer one overarching question: What is a "Japanese" sound? Students 

will learn how to voice their observations through in-class discussions and presentations. After examining and debating the 

historical and modern roles for each major traditional instrument and genre, the class will experience performing each major 

music covered within the course. This hands on approach to learning will help students deepen their understanding of traditional 

music, as well as form more compelling criticisms on the music heard daily through media, advertisements and for 

entertainment.  

 

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 significance. This course will also include interactive components including 

workshops by guest performers and instrumental/vocal in-class performances. Students will also undertake research projects 

on a performer or musical genre of their choice and present brief in-class presentations during the final weeks of class.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Orientation: School Dances (Square and Soran-bushi) 

2. Shōmyō: Ritual Singing and Buddhist Chanting (workshop) 

3. Gagaku: Imperial Court Music and Dance (workshop) 

4. What is “Japanese” Music: Reflections on the Modernization of Gagaku and Shōmyō 

5. Shakuhachi: from Buddhist Ritual Tool to Musical Instrument (workshop) 

6. Koto: from the Courts, Temples to Private Homes (workshop) 

7. Shamisen: Commoner’s Entertainment to Art Music 

8. Gendai Hōgaku: Reflections on Modernizing Koto, Shakuhachi and Shamisen 

9. Noh vs. Kabuki: Contrasting Roles Between Noble and Working Class Theater Music (workshop)  

10. Modernizing the Stage: the Expansion of Noh, Kabuki, and Japanese Dance  

11. How to Sound “Japanese”: reflections on popular Japanese traditional music (enka, shamisen boom, and festival music) 

12. In-class presentations: Day 1  

13. In-class presentations: Day 2 

14. Course Recap: the role of traditional music today  

 

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 submit 

observations. 

Explorative Learning will be announced as needed 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Attendance and Participation(30%)/Report (x 3)(30%)/Final Presentation(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Bonnie C. Wade. 2005. Music in Japan. Oxford University Press 
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参考文献（Readings） 

1. Tokita, Alison McQueen and David W. Hughes. 2008. The Ashgate Research Companion to Japanese Music. Ashgate 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

本科目は、担当教員の実務経験、または実務に従事するゲスト・スピーカーの招聘講義等を活かした授業である。 
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■FC508 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

Ｌｉｔｅｒａｔｕｒｅ ＆ Ｓｏｃｉｅｔｙ 

(Literature and Society) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Exploring individual and group identities through national and transnational literature 

担当者名 

（Instructor） 
スタニスロース(STANISLAUS WARREN A.) 

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 10 名 週 2 回開講 

 

授業の目標（Course Objectives） 

The aim of this course is to explore how different world literatures, broadly conceived, have both reflected and impacted the 

societies in which they were produced. Students will be equipped with key theoretical and analytical frameworks that will help 

them to draw comparisons and critically engage with texts that traverse borders. In particular, students will be introduced to 

multiple forms of literary works that have served to create, strengthen or disrupt ideas of nationhood and identity. Finally, 

through probing texts, poetry, music and film that deal with issues of identity, students will consider the relevance of literature 

to contemporary society and debates.  

 

授業の内容（Course Contents） 

This course will select key literary works from across different spaces and times in order to explore questions of identity 

formation and nationhood. In particular, this course will highlight literary works that are transnational in production and scope, as 

well as texts that have served to destabilise fixed concepts of nationhood and identity. To achieve this goal, we will consider 

the uses of diverse literary techniques such as satire and parody, or look beyond the bounds of literature to incorporate other 

“texts” such as music, news and film. 

The course will cover 19th century European travel literature, news reporting and missionary diaries in order to locate 

Orientalist discourses on the “self” and the “other”. Conversely, we will look at literary works produced in colonised and semi-

colonial societies in order to analyse how different groups have dealt with experiences of oppression, modernity, racism, gender 

discrimination, liberation and identity formation. To do so, we will consider works from Japan, East Asia and African diaspora 

literature. Finally, we will also consider the links between religious writings, nationhood and transnationalism.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Course guidance 1  

2. Course guidance 2 

3. Literature and Nationhood  

4. Literature and Nationhood 

5. Literature and Nationhood 

6. Literature and Nationhood 

7. Literatures of Oppression  

8. Literatures of Oppression 

9. Literatures of Oppression 

10. Literatures of Oppression 

11. Guest Speaker session 1 

12. Literatures of Rebellion 

13. Literatures of Rebellion 

14. Literatures of Rebellion 

15. Guest Speaker 2 

16. Literatures of Liberation 

17. Literatures of Liberation 

18. Literatures of Liberation 

19. Literatures of Liberation 

20. Literatures of Liberation 

21. Guest Speaker 3 

22. Transnational Literature 
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23. Transnational Literature 

24. Transnational Literature 

25. Transnational Literature 

26. Guest Speaker 4 

27. Final Presentation 1  

28. Final Presentation 2  

 

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

Students are required to read articles or chapters of books suggested during the classes.  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/Response Papers(30%)/Presentations(30%) 

Attendance is compulsory: an attendance to 75% of class hours is necessary to enter the final exams. Students have to write an 

essay on an issue of their own choice from topics studied during the course. 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

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)） 

 

 

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） 
Art, Culture, and Society 

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） 
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 10 名 週 2 回開講 

 

授業の目標（Course Objectives） 

This class considers what fine arts mean to people and societies by exploring diverse aspects and functions of artworks and 

art-related activities, particularly in the modern world. 

 

授業の内容（Course Contents） 

We see art as universal and its value timeless. However, the reasons and the contexts of their existence in societies vary. In 

modern times, more people became much closer to the works of art, being aware of the significance of art and art objects in 

their life.  

By taking some examples from the cases in Europe from the 18th century onwards, the class examines diverse phenomena 

relating to the social presence of fine arts broader in the modern world. It also considers and questions why people and society 

create, appreciate, and support fine arts.  

In the classes, the instructor will give lectures, while students regularly have discussions, do investigations, and brief writings 

relating to the lecture topics.  Also, students are to give presentations and write essays both twice during the course. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction to the course 

2. Self-introduction 

3. Arts in history: timeline and themes 1 

4. Arts in history: timeline and themes 2 

5. Artists' in society: before modern times 

6. Artists' in society: modern times 

7. Arts and nation-state 1: themes and artists 

8. Arts and nation-state 2: institutions and education 

9. Arts and nation-state 3: discussion and investigation on the topic 

10. Workshop for the mid-term presentation 

11. Mid-term presentation 1 

12. Mid term presentation 2 

13. The places for artworks 1: private collections 

14. The places of works of arts 2: public museums and art galleries, and others 

15. Museum day 

16. Reflection on Museum day and discussions about the places for artworks 

17. Arts and social spaces 1: architecture and buildings  

18. Arts and social spaces 2: objects in public spaces  

19. Arts and values: criticism, reviews, and market 1 

20. Arts and values: criticism, reviews, and market 2 

21. Social issues and arts 1 

22. Social issues and arts 2 

23. What are the value and meanings of art? 

24. Workshop for the final presentation 

25. Final-presentation 1 

26. Final-presentation 2 

27. Final-presentation 3 

28. Summary and reflection 
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授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Reading materials are introduced in the first session of the course. 

Students are required to read the pages suggested and other short readings provided before the sessions. Websites and 

databases relating to the topics will be introduced for further understandings and the preparation for the presentations.  

Also, students need to review the feedbacik to their works. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Essays (10, 30)(40%)/Presentation (10, 20）(30%)/Class participation(30%) 

Class participation includes discussions, investigations, and brief writings. 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. Dana Arnold. 2020 (2nd edn.). History of Art. Oxford University Press (ISBN:9780198831808) 

2. Michael Findlay. 2014. The Value of Art: Money, Power, Beauty. Prestel (reviced) (ISBN:978-3791349138) 

3. Marcia Pointon. 2014 (5th edn). History of Art: A Student's Handbook. Routledge (ISBN:978-0415639248) 

4. Arthur C. Danto. 2013. What Art Is. Yale University Press (ISBN:978-0300205718) 

All reading materials need to be read before the class will be announced and provided in paper copy as well as on the 

Blackboard. 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

The course schedule is subject to change due to necessary reasons. 

 

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、それぞれの身体を通して

探ってゆく。 

担当者名 

（Instructor） 
鵜澤 光(UZAWA HIKARU) 

学期 

（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） 

日本語 

(Japanese) 

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）・型（動き）を身体を通して学ぶ。それによって日本人の培った、

豊かな感性に気づき、更に日本文化の深層に触れて行く。 

 

Students will learn the underlying power that supports the expression of Noh, the lyrics of Noh (words) and movements through 

the body. As a result, students will become aware of the rich sensibility of Japanese people, and will touch upon the deeper 

layers of Japanese culture. 

 

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、実際に身体で学ぶ。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。 

 

We will take a Noh songs, understand the contents, and learn parts of them with the body, including poetry and prose, verses, 

and movements associated with them. The course will be practically-oriented. Students will have to challenge themselves to 

use their own bodies to the fullest to see how close they can get to the expression of Noh. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーションと実技・・・授業をどう進行するかの説明。「能」とはどのような演劇なのか、その内容・歴史などを映像を

観つつ学ぶ。実技をスタートする。 

2. オリエンテーションと実技・・・能「海士」（あま）を素材に戯曲を音読し，現代語訳しつつ，内容を把握する。実技の基本を学

ぶ。 

3. 実技。「海士」を学ぶ・・・能「海士」を声を出して謡う。カマエ・ハコビなど、型の単元を学ぶ。「海士」の一部を実際に謡い、型

を少しづつ学んでゆく。 

4. 実技。「海士」の一部分を実際に演じる（これが最終テストの課題である。） 

「海士」の課題部分を最終テストに向けて少しづつ学ぶ、暗記する。 

5. 実技。前回のつづき。 

「海士」の課題部分の学びを少しづつ進め、深める。 

6. 実技。前回のつづき。 

「海士」の課題部分の学びを少しづつ進め、深める。 

7. 実技。前回のつづき。 

「海士」の課題部分の学びを少しづつ進め、深める。 

8. 実技。前回のつづき。 

「海士」の課題部分の学びを少しづつ進め、深める。 

9. 実技。前回のつづき。 

「海士」の課題部分の学びを少しづつ進め、深める。 

10. 身体との関わりについて、古典とは違う視点から学ぶ。 

ゲストスピーカー（舞踏家）によるワークショップを予定。 

11. 実技。最終テストに向けてしっかり身に付いているか、一人一人細かく学ぶ。 

12. 実技。前回のつづき。 

最終テストに向けてしっかり身に付いているか、一人一人細かく学ぶ。 

13. 授業内「海士」の最終実技テストその 1 を実施。 

14. 授業内「海士」の最終実技テストその 2 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、復習してくること。きちんと授業に出れば試験範囲は習得で

きるので、諦めないこと。実技中心の積み重ねが肝要な授業である為，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。 



 

 - 621 - 

 

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「海士」（あま）』、檜書店 

 

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)） 

受講者は必ず白足袋にて参加すること。 

座りやすく動きやすい服装で授業に参加すること。 

 

http://www.tessen.org 

http://www.hikaruuzawa.com 

 

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(Niiza) 

(Recognition,Behavior and Body) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
選択行動・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） 

人が示す意思決定について，心理学の観点を中心に諸研究を概観し，人の心について理解を深める。 

 

We will review various studies focusing on psychology, and deepen our understanding of the human mind in terms of human 

decision-making. 

 

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。 

 

Are people's choices always reasonable? Is decision-making reasonable? Research on decision-making covers a very broad 

field.This course will outline the factors of decision-making based on the research results in psychology and behavioral 

economics. 

In addition, if necessary, the fields of psychology in which students are interested will be included in the content as needed. 

 

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）（１） 

一般的な心理学とその研究方法について 

3. 心理学（概説）（２） 

一般的な心理学とその研究方法について 

4. 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 

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 

他の心理学と意思決定 

医療と意思決定 

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） 
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レポート試験(Report Exam)(100%) 

【変更前】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） 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

各回に簡単な実験の紹介や，体験などをして貰う予定である。そのため 2人 1 組みになって活動することもある。集団での活動

が苦手な場合は，体験部分は他の学生を観察し学習してほしい。 

 

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(Niiza) 

(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） 
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） 

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。  

 

By studying the psychology of various fields, we will aim to obtain clues to think about how they relate to events in daily life.  

 

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。 

 

Psychology is a study that tries to elucidate the human mind scientifically, and what has become clear through psychology 

research has a close relationship with our daily life. In this course, we will outline various psychology areas and introduce the 

relationships between events in daily life and topics covered in psychology. 

 

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)） 

パワーポイントを使用した講義形式が中心であるが，必要に応じて映像資料なども適宜用いる。資料の配布には Blackboard を

使用する。また，私語は厳禁とし，守れない場合は退出を求める場合もある。 
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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(Niiza) 

(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） 
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」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。 

 

We will overview the concept and theory of "personality" and deepen students' understanding of the scientific method 

(observation, measurement, assessment, and research methods). 

 

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。 

 

In our daily life, the human view we hold in terms of "character" and "individuality" in everyday life is studied in the concept of 

"personality" in psychology. The way of thinking of personality in psychology is also related to various other areas such as 

development, society, cognition, and clinical matters. Learning the concept of personality will not only help others, but also help 

students understand themselves. In this course, students will deepen their understanding of their own many other facets and 

diversity through the concept of personality, which is understood through the scientific method of psychology. 

 

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） 

リアクションペーパー(40%)/毎回の授業内レポート(60%) 

【変更前】筆記試験(Written Exam)50%, 平常点(In-class Points)50% (出席及びリアクションペーパーの内容 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 
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(ISBN:978-4-641-12377-9) 

3. ウォルター ミシェル, オズレム アイダック, ショウダ ユウイチ, 他、2010、『パーソナリティ心理学―全体としての人間の理

解』、培風館 (ISBN:978-4563052003) 

4. 小塩 真司、2014、『パーソナリティ心理学』、サイエンス社 (ISBN:978-4781913438) 

5. 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(Niiza) 

(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。  

 

Students will deepen their understanding of problems that arise in interaction with people in social situations from the 

perspectives of social psychology and clinical psychology.  

 

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。  

 

There are two aspects of interpersonal relationships - positive and negative - both of which are intimately related to the 

psychological health of the individual. In this course, students will deepen their understanding from various perspectives, such 

as interpersonal behavior and development of interpersonal relationships, and stressful interpersonal relationships, based on 

communication.  

 

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－心理的距離 

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. 対人関係の調整機能－セルフモニタリング 

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・進展  

11. 対人関係の展開－恋愛関係の進展・維持・継続  

12. 対人関係のスキル－ソーシャルサポート・被援助要請行動 

13. 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 

14. 学期のまとめ 

 

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

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） 

レポート試験(Report Exam)(70%)/リアクションペーパー(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。 

【変更前】筆記試験(Written Exam)80%, 平常点(In-class Points)20% (授業内に指示した提出物（レポート、リアクションペーパー）

20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

レジュメ・プリント等を適宜配布する。 

 

参考文献（Readings） 

授業のなかで適宜紹介する。 
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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。  

・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。 

 資料の配布は、Blackboard を使用する。 

・リアクションペーパーについては、毎回提出を求める。次回の講義開始時にフィードバックを行う。 

・ワークショップ、エクササイズなどを取り入れていく予定なので、積極的な受講態度が期待される。 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 

 - 630 - 

■FD005 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

心の健康                        新座(Niiza) 

(Mental Health) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
うつは甘えなのか、幸せと感じ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  

心の健康を維持・向上させるための手段や資源を適切に選択できる   

 

We will explain the characteristics and differences of mental health and problems  

We will select means and resources to maintain and improve mental health as necessary   

 

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、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。  

 

In our daily lives, we experience various mental movements. Sometimes we feel satisfied with joy and happiness, sometimes we 

cannot hold back emotions or negative thoughts, and sometimes we have continuous depressed feelings. Since everybody 

experiences these feelings and observing these phenomena with our eyes is difficult, it is not easy to determine what is healthy 

and what is a problem. In this course, we would like to introduce how to identify mental health and the boundaries of problems, 

the background of problems, and measures, mainly through lectures.   

 

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：心の健康と問題の境界線  

3. 心の健康と問題２：様々な心の問題の特徴やちがい 

4. 心の健康と問題３：心の問題はどうして起きるか  

5. 心の健康と問題４：心の問題に対応する手段 

6. 心との付き合い方１：心の健康を維持するコツ  

7. 心との付き合い方２：ネガティブ思考との付き合い方 

8. 心との付き合い方３："出来ない"に折り合いをつける 

9. 心との付き合い方４：睡眠で心の健康を制する  

10. 心との付き合い方５：周囲はどう接したら良いか  

11. 心の健康が脅かされるとき１：自分に家族ができたら 

12. 心の健康が脅かされるとき２：自分に子供ができたら 

13. 心の健康が脅かされるとき３：自分が歳をとったら 

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） 

授業への積極的参加(60%)/最終レポート(Final Report)(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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■FD006 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

身体パフォーマンス                   新座(Niiza) 

(Body and Performance) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 

シェイクスピア/ワイルド 

PERFORMING SELF 

担当者名 

（Instructor） 
田崎 英明(TAZAKI HIDEAKI) 

学期 

（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） 

シェイクスピアとワイルドの演劇を通して近代社会における自己とパフォーマンスとの関係について理解を深め、パフォーマンスと

いう観点から社会、歴史、文化を論じることができるようになる。 

 

Through the theatrical works of Shakespeare and Oscar Wilde, this course aims to understand the relationship between the self 

and its performance in the modern society. Successful students will be able to criticize modern society and its culture from the 

view point of performativity. 

 

授業の内容（Course Contents） 

講義形式で行う。立教時間にアップしたテキストおよび映像教材を用いる。 

 

The teacher gives lectures using some visual materials and text excerpt from Terry Eagleton and other authors. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. シェイクスピアの時代のイングランドにおける少年俳優と異性装 

3. 『お気に召すまま』1 

4. 『お気に召すまま』2 

5. 『お気に召すまま』3 

6. 負債と身体の出会い 

『ヴェニスの商人』1 

7. 『ヴェニスの商人』2 

8. 『ヴェニスの商人』3 

9. 『ヴェニスの商人』4 

10. ヴィクトリア期のダンディ 

オスカー・ワイルド 

11. 『真面目が肝心』1 

12. 『真面目が肝心』2 

13. 『真面目が肝心』3 

14. まとめ 

 

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

立教時間にあげる参考文献に事前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)(80%)/毎回課すリアクション・ペーパー(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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■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(Niiza) 

(Theory of Stress Management) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
健康やウエルネスレベルとストレスなどの心理的要因 

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） 
CMP2400 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

日々の出来事をどのように捉えるか（認知的評価）は、個人によって様々であることから、日々のストレスの多寡には個人差が大

きい。健康やウエルネスレベルはストレスや心理的要因との関係が深いため、これらの関係を学ぶことで、豊かな人生を送るた

めの基礎を習得する。 

心理がどのように関わるかについて学ぶ。認知の働きが心身の機能や生きがい感、ウエルビーイングにどのように関連するかを

理解する。 

 

How we regard daily events (cognitive evaluation) varies depending on the individual, so individual differences in the amount of 

daily stress are large. Because health and wellness levels are closely related to stress and psychological factors, learning these 

relationships will allow students to acquire the basics for living a rich life. 

Students will learn about how psychology relates to this topic. Students will understand how cognitive work relates to physical 

and mental function, sense of purpose, and well-being. 

 

授業の内容（Course Contents） 

ウエルネスレベルの向上には，ストレス対処の知識とその実践が不可欠である。本講義では，ストレスを招かない思考やコミュニ

ケーションスキル，状況に左右されずにウエルネスレベルを高めるスキル， それに様々な心理療法とその背景にある理論や価

値観などを講義する。内容は受講生の興味などにより柔軟に対応する。 

 

Knowledge of stress management and its practice are essential for improving wellness level. In this course, students will learn 

about stress-free thinking and communication skills, skills to improve their well-being level regardless of the situation, and 

various psychotherapies and the theories and values behind them. We will adjust the contents flexibly according to the students' 

interests, etc. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ウエルネスとは 

2. ストレス対処とウエルネス（１） 

3. ストレス対処とウエルネス（２） 

4. リラクセーションスキル 

5. コミュニケーションスキル 

6. 首尾一貫感覚 SOC とウエルネス 

7. 生きがいとウエルネス 

8. ストレス外傷後成長 PTG とウエルネス 

9. リフレーミングとウエルネス 

10. 心理サポートとウエルネス 

11. 様々な心理療法とウエルネス（１） 

12. 様々な心理療法とウエルネス（２） 

13. 様々な心理療法とウエルネス（３） 

14. まとめ 

 

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

講義中に指示する。 

 

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等の提出物(40%)/講義中に提出する課題等(10%) 

2/3 以上の出席を単位取得の条件とする。リアクションペーパーや提出課題も評価の対象となる。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 
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参考文献（Readings） 

必要に応じて講義中に紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

ストレス反応やストレス対処スキル等に関する基礎的知識については、別に開講されている「メンタルマネジメント」や「スポーツウ

エルネス心理学」等の講義と重複する部分があるので留意されたい。 

また、最低限の出席回数を満たしていても、最終レポートやリアクションペーパー等の内容が基準を満たさない場合には単位を

取得できない場合があるので、十分に注意したい。 

 

注意事項（Notice） 
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■FD008 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

癒しの科学                       新座(Niiza) 

(Healing Sciences) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 

臨床心理学・心理療法学をベースにおき 個々人にそなわった自己治癒力の発動メカニ

ズムについて学び、癒しとともにある生き方を模索する。 

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） 

自らを癒し、他者を癒すこと（技法・技術）を学ぶことを目標とする。癒しとは、自らの心の全体で生き、自己の物語をたえず創生し

ていくことである。このように十分に機能した人間は、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、生産的で

創造的な関係を樹立していく。それが円熟した社会をつくることにもつながっていく。本来癒しとはそのようなものである。 

 

We will aim to learn how to heal ourselves and heal others (skills and techniques). Healing means to live with your whole heart 

and to keep creating your own story. Such well-functioning people aim for smooth communication with others, recognize 

differences with others, and establish productive and creative relationships. This also leads to the creation of a mature society. 

This is essentially what healing is. 

 

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く。それは臨床心理学・心理療法学の広い

領域を学ぶことにもつながる。臨床心理学・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、自分仕様（カスタ

マイズ）にしていくプロセスともいえる。 

 

"The science of healing" focuses on clarifying the mechanisms by which self-healing power is triggered. It also leads to learning 

a wide range of clinical psychology and psychotherapy. It can be said that it is a process of reorganizing the theories of clinical 

psychology and psychotherapy to center on healing oneself and others, and making them suited to oneself (customization). 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 自己治癒力と心の全体性 

2. 自己との対話①―オープンダイヤローグ、カウンセリング理論、マイクロカウンセリングの技法― 

3. 自己との対話②―可能性療法、解決志向アプローチ 外在化の技法― 

4. 実のある言葉とはなにか ―NLP と一般意味論― 

5. 実のある言葉とは何か ―自己感・D.スターンの理論から― 

6. 身体への気づき －呼吸法 漸進性弛緩法 思考場療法 タッピングタッチ― 

7. 身体と心をつなぐ対話としてのフォーカシング 

8. 認知行動療法にみる癒し 

9. マインドフルネスをベースとする認知行動療法 

10. 自己との対話③ 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― 

11. イメージにふれる―芸術療法・表現療法― 

12. 対話の先に、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）から学ぶ物語りの再生と創生 

14. 「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） 

授業では実習をしますので、ご自身が体験することを通して、理論と実践をつなげてください。生きた理論と実践になることをめざ

します。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(100%) 

【変更前】筆記試験(Written Exam)70%, 平常点(In-class Points)30% (授業時提出物 30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

テキストはありません。授業時に資料を配布します。 

 

参考文献（Readings） 
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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(Niiza) 

(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 

 

The environment surrounding top athletes is formed by sports medicine science. Students will understand that sports are 

formed from a number of disciplines and progress based on scientific evidence 

 

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． 

 

Sports are physical activities in which many studies such as physiology, psychology, anatomy and medicine are involved. 

Focusing on sports, we will look at sports from various viewpoints. In addition, we will introduce medical knowledge necessary to 

play sports safely. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. はじめに 

2. 筋肉１-筋の基礎医学的な知識- 

3. 筋肉２-筋の臨床医学的な知識- 

4. 持久力とは何か 

5. 試合に臨むために大事な事 

6. 熱中症を科学する 

7. 頭部打撲・脳震盪 

8. スポーツ・ヴィジョン 

9. 女性アスリート 

10. スポーツと科学 

11. 応急処置について 

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） 

原則として毎授業内に行う習熟度テスト（Blackboard 使用します）(80%)/リアクションペーパー(20%) 

提出が課されたすべての小レポートのうち、原則として１／３以上が未提出の場合は D 評価となる。 

【変更前】筆記試験(Written Exam)65%, 平常点(In-class Points)35% (毎授業時に課される小レポートの評価 35%) 

 

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：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

業の授業中とする予定である．したがって，毎週授業中に携帯電話などで Blackboard へのアクセスが必要となるが，もし授業中
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にアクセス不可の場合には，授業中に申し出ること． 

 

 

注意事項（Notice） 

本科目は、担当教員の実務経験、または実務に従事するゲスト・スピーカーの招聘講義等を活かした授業である。 
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■FD010 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

健康の科学                       新座(Niiza) 

(Health Science) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
医学的な観点から健康を考える 

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） 

生理学、生化学、医学的な観点から健康を考える。病気を知り、その予防法や対処法を考えることは重要である。健康を維持さ

せるために必要な医学および科学を考察する。 

 

This course will address methods of maintaining good mental and physical health and preventing illness through physiology, 

biochemistry and, medicine. 

 

授業の内容（Course Contents） 

老化を知り，病気を知り，これに対する予防を考えていくことは，健康を維持するためには必要な手段である．細胞レベルの老化

や病気に関する知識を紹介し，これに対する予防方法を考え，検討していく． 

 

It is so important in maintaining good health to understand aging, illness, and the prevention of illness. We will introduce 

knowledge about aging and diseases at the cellular level and consider ways to prevent it. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 身体の細胞とヒトの発生の不思議 

2. 老化と認知症を考える． 

3. 運動器のしくみと不思議 

4. 老化による筋力低下とその対応 

5. 胃・腸を知ろう 

6. 腰痛の原因と対応 

7. 癌ってなに？ 

8. 骨粗鬆の怖さ、予防は今から！ 

9. 飲酒と喫煙を考える． 

10. 生活習慣病についての基本的な知識 

11. 心療内科的疾患の基礎知識 

12. 日内リズム海外旅行での体調管理 

13. 睡眠について 

14. まとめ 

 

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

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） 

原則として毎授業内に行う習熟度テスト（Blackboard 使用します）(80%)/リアクションペーパー(20%) 

提出が課されたすべての小レポートのうち、原則として１／３以上が未提出の場合は D 評価となる。 

【変更前】筆記試験(Written Exam)65%, 平常点(In-class Points)35% (通常、毎回の授業時に課される小レポートの評価 35%) 

 

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)） 

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

業の授業中とする予定である．したがって，毎週授業中に携帯電話などで Blackboard へのアクセスが必要となるが，もし授業中

にアクセス不可の場合には，授業中に申し出ること． 
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注意事項（Notice） 

本科目は、担当教員の実務経験、または実務に従事するゲスト・スピーカーの招聘講義等を活かした授業である。 
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■FD011 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

栄養の科学                       新座(Niiza) 

(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。 

 

Students will conceptually understand the relationships between food, nutrition, and life activities, deepen their understanding of 

the relationships between body function and nutrition, and acquire strategies for managing their own dietary habits. 

 

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。 

 

In recent years, interest in health, food, and nutrition has increased. Through this course, students will be taught knowledge and 

perspectives on "science of daily life" related to "food and nutrition." In addition, we will provide opportunities, knowledge, and 

skills to promote self-management about "food and nutrition" under various conditions such as weight management, 

competitive ability improvement, health promotion, and disease prevention. 

 

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)） 
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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(Niiza) 

(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。 

 

Today's Japan has become one of the world's leading countries for longevity, and it has become a time when enjoying a long 

and healthy life is valued. In this course, in addition to understanding the changes in their own bodies with aging, it will be 

important for students to understand changes in other people as they age. Therefore, we will aim to deepen understanding 

about measures to maintain health by oneself proactively while understanding changes at the micro level inside the body and 

problems related to nursing care at the regional and national levels. 

 

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 

 

1. Changes in body due to aging 

2. Anti-aging and lifestyle 

3. Nursing care prevention measures 

 

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） 
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1. 辻一郎、2004、『のばそう健康寿命』、岩波書店 (ISBN:4007001030) 

2. 鬼頭昭三・新郷明子、2017、『アルツハイマー病は｢脳の糖尿病｣』、講談社 (ISBN:4065020258) 

3. 小林武彦、2006、『寿命はなぜ決まっているのか』、岩波書店 (ISBN:4005008247) 

 

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(Niiza) 

(Sport and Media) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
メディアはスポーツといかに関わってきたか！？ 

担当者名 

（Instructor） 
佐野 慎輔(SANO SHINSUKE) 

学期 

（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） 

スポーツの発展にメディアはいかに関わってきたか、スポーツとメディアとの関係を考える 

 

Think about how media has been involved in the development of sports and the relationship between sports and media 

 

授業の内容（Course Contents） 

日本のスポーツの歴史、オリンピックやサッカー、ラグビーのワールドカップなどメガ・スポーツイベントとメディアの関係などをパ

ワーポイントによる資料、映像等を使いながら講義する。 

とりわけ今年７月開幕予定のオリンピック・パラリンピックを中心に話をする予定。また、スポーツを身近に感じてもらうために、リ

アクションペーパーを活用して、個々の意見、感想を聞く 

 

Lectures on the history of Japanese sports, the relationship between the mega sports events such as the Olympics, soccer, 

and the rugby world cup and the media, using materials and videos using PowerPoint. 

In particular, we will focus on the Olympics and Paralympics scheduled to open in July this year. In addition, we use reaction 

papers to listen to individual opinions and impressions so that sports can be felt closer. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション・メディアとは何か？ 

2. 日本のスポーツの発達とメディアの役割 

3. 野球とともに歩んできた日本のメディア 

4. オリンピックとは誰だ？ 

5. ２０２０年東京オリンピック・パラリンピックの開催意義 

6. 放送権が支える地上最大のスポーツイベント 

7. パラリンピックと共生社会を考える 

8. ラグビーワールドカップ２０１９が日本に果たした役割 

9. サッカーワールドカップを報道する 

10. スポーツによる地域創生とは 

11. 成功したメディアスポーツとしての箱根駅伝 

12. 新メディアと旧メディア～オリンピック報道の変化 

13. メディアを疑え～賢く生きるために 

14. まとめ～学習到達度を問う 

 

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

根本はスポーツに触れ、スポーツを身近に感じてもらうこと。日頃のスポーツ報道に関心をもってもらいたい 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(40%)/出席及び、リアクションペーパーの内容(60%) 

リアクションペーパーを活用する 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

笹川スポーツ財団ホームページ 

「スポーツ歴史の検証」 
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https://www.ssf.or.jp/history/tabid/811/Default.aspx 

 

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(Niiza) 

(Sport and Society) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
外国人は日本のスポーツをどうみているか 

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） 
CMP2400 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

スポーツを一つの社会的現象としてとらえ、日本人と異なる社会的文化的背景をもつ外国人からみて日本社会におけるスポーツ

とはどのようなものかを探り、国際比較の視点から日本的スポーツのあり方や考え方について考究することを目標とする。 

 

Considering sport as a social phenomenon, this course will focus on exploring what sport in Japanese society are like as seen 

from foreigners with a different social cultural background. Students will learn about Japanese-style sport and its way of 

thinking from the perspective of international comparison. 

 

授業の内容（Course Contents） 

スポーツは、一つの社会的現象であり、社会によって規定され、社会の変化とともにスポーツのあり方や考え方も変化していく。

本授業では、欧米諸国を中心とした海外と日本におけるスポーツのあり方とそれに対する考え方を比較しながら、日本的スポー

ツの特徴とその「ふしぎ」について講義する。なお、受講者によるグループディスカッションや課題発表も行い、スポーツに対する

多様な考え方とその背景にある社会的文化的要素について幅広く学習する。 

 

Sport is a social phenomenon, regulated by society, and with changes in society, the way of sport and its way of thinking 

changes. This course will focus on exploring characteristics of Japanese-style sport and their “mysteries” through comparison 

with foreign, mainly Western, countries. Further, through group discussion and presentation, students will learn a wide range of 

ideas about sport and the social, cultural factors behind them. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンスおよび導入：「外国人からみての日本と日本人」 

2. 日本社会におけるスポーツとその背景にあるもの 

3. 武道とスポーツ：柔道 vs JUDO 

4. 「甲子園野球」から読み解く日本のスポーツ 

5. 日本的スポーツの特徴：「根性と頑張り」 

6. 「学校運動部活動」から読み解く日本のスポーツ 

7. 日本的スポーツの特徴：「先輩後輩」＆「スポーツ指導及び体罰」 

8. 「運動会」から読み解く日本のスポーツ 

9. 日本的スポーツの特徴：「集団意識」＆「声出し及び掛け声」 

10. 日本的スポーツの「ふしぎ」－「金メダル宣言」、「負けたらあやまる」＆「相手を称えようとしない」 

11. 日本的スポーツの「ふしぎ」－「スポーツ推薦制度」＆「スポーツ特待生制度」 

12. グループによる課題発表① 

13. グループによる課題発表② 

14. まとめ：スポーツにおける国際比較とそこから得るものとは 

 

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提示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

学期末レポート(30%)/リアクションペーパー(20%)/グループディスカッション(20%)/授業内小レポート(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。<BR>【6 月 1 日付変更】変更前：平常点 100％（学期末レ

ポート（30％）、課題発表（20％）、グループディスカッション（20％）、授業内小レポート（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） 
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必要に応じて授業時に紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

グループワークや課題発表等に関する授業運営については、初回授業時に詳細に説明するので、必ず出席すること。 

 

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(Niiza) 

(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。 

 

We will regard sports that have been the subject of "doing" as subjects of "knowing" and "thinking," and understand modern 

and contemporary sports culture from the aspects of "ideas," "norms," "technology," and "matter," with the goal being to be 

able to think critically. 

 

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。 

 

We will set a theme for each class and give a lecture on the theme on the basis of information such the textbook, other 

materials, and videos. 

At the end of the lecture, students will be asked to fill out a reaction paper in each class for evaluation. Please be aware that 

your attendance will not be counted if the content you write is insufficient. 

 

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：近代スポーツとは 

3. 近･現代スポーツを理解する②：アマチュアリズム 

4. 近･現代スポーツを理解する③：ナショナリズム  

5. 近･現代スポーツを理解する④：コマーシャリズムとメディア化 

6. 近･現代スポーツを理解する⑤：グローバリゼーション 

7. 近･現代スポーツを理解する⑥：オリンピズム 

8. ジェンダー論①：スポーツとジェンダー 

9. ジェンダー論②：スポーツと身体的性 

10. ジェンダー論③：スポーツとセクシュアリティ 

11. 各論①：ルール論 

12. 各論②：施設･用具論 

13. 各論③：障がい者スポーツ論 

14. まとめ：そして東京 2020 

 

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します。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、2020、『よくわかるスポーツ文化論』改定版、ミネルヴァ書房 (ISBN:9784623088393) 

 

参考文献（Readings） 
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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。 

時間が許す限り、リアクションペーパーのフィードバックを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(Niiza) 

(Leisure and Recreation in Modern Society) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 

日本社会の生活・労働の変容を踏まえたレジャー史を振り返りながら自分自身の自由

時間とライフスタイルのあり方を考える 

担当者名 

（Instructor） 
水上 博司（MIZUKAMI 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） 

レジャー・スポーツ・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。  

 

・4 月 15 日 授業目標変更：オンライン授業対応のため 

【変更前】1945 年から 2000 年までの「社会・経済・生活・労働・レジャー・余暇行政」を振り返りながらレジャー・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。 

 

We will take up leisure and recreation as human behavior in a broad sense, looking back on "Society, economy, life, labor, leisure 

and leisure administration" from 1945 to 2000, and we will explore what it means to live richly in your own way from multiple 

angles. 

 

授業の内容（Course Contents） 

レジャー・スポーツ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。本講義では、講義者の共著「ス

ポーツクラブの社会学：「「コートの外」より愛をこめ」の空間概念を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。 

 

・4 月 15 日 授業内容：オンライン授業対応のため 

【変更前】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 1945 年から 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。 

 

We take up leisure and recreation in a broad sense as part of our everyday life activities. First, after studying the basic 

concepts of leisure theory, we will look back on how people spent their free time from 1945 to the 2000s in Japan and leisure 

administration. Then, students will get the opportunity to review their lifestyle while learning from examples of people who are 

trying to spend their free time in their own way in modern society. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. レジャー・スポーツの「する」と「なる」とは・・ 

 

・4 月 15 日シラバス変更：オンライン授業対応のため 

【変更前】ガイダンスと西ヨーロッパ社会における自由時間の誕生 

2. 遊びの理論とスポーツ・レジャー 

 

・4 月 15 日シラバス変更：オンライン授業対応のため 

【変更前】戦後日本の復興期に現れた人々の日常とライフスタイル 

3. 「コートの中」と「コートの外」というスポーツ・レジャー空間 

 

・4 月 15 日シラバス変更：オンライン授業対応のため 

【変更前】労働・生活インフラ整備の急伸期に現れた日本人の日常とライフスタイル 

4. コミュニケーション空間としての「コートの外」の意味と意義 

 

・4 月 15 日シラバス変更：オンライン授業対応のため 

【変更前】日本人のライフスタイルの変容 

5. 現代スポーツ・レジャーと「コートの外」の意味 

 

・4 月 15 日シラバス変更：オンライン授業対応のため 

【変更前】１９６０年代の社会経済と余暇行政 

6. 商業主義の浸透と能力主義の拡大 
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・4 月 15 日シラバス変更：オンライン授業対応のため 

【変更前】１９７０年代の社会経済と余暇行政 

7. タテマエの参加とホンネの参加 

 

・4 月 15 日シラバス変更：オンライン授業対応のため 

【変更前】１９８０年代の社会経済と余暇行政 

8. チームかクラブか、スポーツ集団論の展開 

 

・4 月 15 日シラバス変更：オンライン授業対応のため 

【変更前】１９９０年代の社会経済と余暇行政 

9. チームワークからクラブワークへ：多元的社会関係 

 

・4 月 15 日シラバス変更：オンライン授業対応のため 

【変更前】２０００年代以降の社会経済と余暇行政 

10. 新たなリーダーシップ論：バトンタッチ 

 

・4 月 15 日シラバス変更：オンライン授業対応のため 

【変更前】低成長時代のライフスタイルと自由時間の意味 

11. 苦悩する社会とリーダーの類型論 

 

・4 月 15 日シラバス変更：オンライン授業対応のため 

【変更前】働き方の多様性とそこに表われるライフスタイルの社会的意味 

12. 「権力・権威から影響へ」を実践する社会空間の創造 

 

・4 月 15 日シラバス変更：オンライン授業対応のため 

【変更前】若者ライフスタイルと自由時間（１） 

（ゲスト講義を予定しています） 

13. ゲームズマンシップの提案 

 

・4 月 15 日シラバス変更：オンライン授業対応のため 

【変更前】若者ライフスタイルと自由時間（２） 

（ゲスト講義を予定しています） 

14. ライフスタイルにおける体験や経験の意味 

 

・4 月 15 日シラバス変更：オンライン授業対応のため 

【変更前】ライフスタイルにおける体験や経験の意味 

 

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） 

毎講義時のミニレポート＆コメントペーパーの内容(80%)/最終レポート(Final Report)(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 水上博司／谷口勇一／浜田雄介／迫俊道／荒井貞光、2020、『スポーツクラブの社会学：「コートの外」より愛をこめ」の射

程』、青弓社 (78-4-7872-3467-4 C0036) 

・4 月 15 日 削除：オンライン授業対応のため 

【変更前】講義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、配布資料等を受理できる時間までに受理できなかった場合は遅刻とします。 

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(Niiza) 

(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を振り返る 

(Think about the essential relationship between people and nature) 

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､ 災害時など一時的に文明の利便性が喪失された（インフラの麻痺）とき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について考えるヒントになります｡ 

 

A variety of life skills that people have found and passed down for living, and social mechanisms based on equality and 

cooperation. These origins can be traced back to the Jomon period, when people hunted, fished, and gathered food. The wisdom 

of Jomon people has not completely disappeared, and still lives as an essence in the traditional life skills of farming and 

mountain villages and entertainment performed in nature. Knowing this "wisdom of the outdoors" is useful for selecting actions 

during emergencies, as well as for providing insights on the essential relationship between nature and human beings and how to 

think about a sustainable society.   

 

授業の内容（Course Contents） 

授業は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｡ 

 

We will focus on commentary on slides. We will circulate actual samples according to the theme, and plan to hear more 

specialized stories from guest speakers. "Outdoor" in this class refers to techniques and wisdom in general that use nature 

well, and is not a place to learn individual leisure techniques such as how to put up a tent or barbecue methods. In addition, we 

deal with "life" a lot. While we will use images that may be unpleasant when we cover hunting, etc., it is an unavoidable theme to 

look back on human activities, so please be aware of this. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

guidance 

2. 人は何を食べてきたか（採集生活の知恵） 

Wisdom of Gathering 

3. 地球のリズムで暮らす 

Living with the rhythm of the earth 

4. 毒と薬 

Natural medicines and poisons 

5. 漁労の知恵① 

Wisdom of fishing 1  

6. 漁労の知恵② 

Wisdom of fishing 2  

7. ゲストスピーカー招聘① (予定) 

Guest speaker classes 

8. 昆虫へのまなざし① 

Insects and human life 1 

9. 昆虫へのまなざし② 

Insects and human life 2 

10. 日本人と野生動物 

Japanese and wild animals 
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11. 狩猟の知恵  

Wisdom of hunting 

12. ゲストスピーカー招聘②  (予定)  

Guest speaker classes 

13. 火と人間 

Fire and human 

14. 刃物と人間 

knife and human 

 

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ことについて継続的に調べることが望ましい 

It is advisable to check on your own interests 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(100%) 

課題レポートは教科書『糧は野に在り 現代に息づく縄文的生活技術』をもととする Reports are based on textbooks 

【変更前】筆記試験(Written Exam)60%, 平常点(In-class Points)40% (課題レポート 40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. かくまつとむ、2015、『糧は野に在り 現代に息づく縄文的生活技術』、農文協 (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） 

本科目は、担当教員の実務経験、または実務に従事するゲスト・スピーカーの招聘講義等を活かした授業である。 
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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(Niiza) 

(Seminars for Students of Rikkyo University 4) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
心理学から考えるこころと体の健康 

担当者名 

（Instructor） 
松永 美希(MATSUNAGA MIKI) 

学期 

（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） 

本講義では，健康心理学,，臨床心理学のトピックスについて，レジュメ発表とディスカッションを通して学ぶ。その結果，自身の心

と体の健康に関心をもち，ストレスマネイジメントや健康増進の方法を心理学の観点から学習することを目指す。 

 

This course shares topics of health psychology and clinical psychology through presentations and discussions, engaging 

students in their own mental and physical health and teaching stress management and health promotion methods from a 

psychological viewpoint. 

 

授業の内容（Course Contents） 

前半は健康心理学に関するテキストを講読し，ストレスの仕組みやストレスコーピング，パーソナリティと健康，生活習慣と行動変

容などについて学ぶ。各回の発表担当者が担当箇所をまとめて，レジュメで発表する。後半は，各自でテーマを決めて，先行研

究などを講読し，テーマに関するレポートを作成・発表する。先行研究や論文は，講義担当者がリストを作成するので，参加者は

その中から選択する。 

 

In the first half of the course, students will read textbooks on health psychology and learn about stress mechanisms, stress 

coping, personality and health, lifestyle habits, and behavioral changes. During the latter half, each student will decide on a 

theme to research, then create and present a report on the theme. Topics will be selected from a list of studies and papers 

provided by the instructor. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション，発表担当者の決定 

2. テキストの講読① ストレスの仕組み，心理学的ストレスモデル 

3. テキストの講読② ストレスと対処，認知行動療法 

4. テキストの講読③ ストレスと心の健康，マインドフルネス 

5. テキストの講読④ ポジティブ心理学 

6. テキストの講読⑤ 生活習慣と行動変容 

7. テキストの講読⑥ 健康行動教育 

8. 小まとめ 

9. レポート発表とディスカッション① 

10. レポート発表とディスカッション② 

11. レポート発表とディスカッション③ 

12. レポート発表とディスカッション④ 

13. レポート発表とディスカッション⑤ 

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） 

講義担当者が配布資料を事前に Blackboardにアップロードするので，発表担当者でなくても参加者は資料を印刷し，読み込んで

くること。また発表担当者は，レジュメを作成し，事前に講義担当者にメールで送付する。 

 

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%)/レジュメおよびレポートの作成・発表(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業内および Blackboard にて指示・配布する 

 

参考文献（Readings） 

1. 森和代ほか、2012 年、『よくわかる健康心理学』、ミネルバ書房 

2. 小杉正太郎、2006 年、『ストレスと健康の心理学』、朝倉書店 
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3. 大竹恵子、2016 年、『保健と健康の心理学』、ナカニシヤ出版 

その他は講義内で指示する 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

事前の資料配布や復習用資料の配布を Blackboard 上にて行うので，参加者は講義前に必ず Blackboard を確認するようにして

ください。 

 

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(Niiza) 

(Seminars for Senior Students of Rikkyo University 4) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
スポーツにおける諸問題とコーチングについて考える 

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） 
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、スポーツにおける諸問題やコーチングについて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養うことを目標とします。 

 

In this course, we aim to cultivate students' ability to discuss from a wide perspective, and to review the way we live, and the 

way of society as a whole through thinking together about issues in sport and coaching from various points of view. 

 

授業の内容（Course Contents） 

スポーツにまつわる諸問題や、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事柄を、倫理学的視点を中心

に置きつつも、専門領域にとらわれない広い視野から多角的に考え、検討し、議論していきます。オリンピックやパラリンピックと

いった日本で開催されるスポーツ・メガイベントが近づいていますので、それらに関連する時事問題にも触れていきたいと思いま

す。 

 

また、スポーツの「現場」にかかわる方をゲストスピーカーとしてお招きして、実際のお話を共有いただくことも予定しています。 

 

※以下に授業計画を提示しますが、受講生の皆さん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りま

す。 

 

Students will think about, consider, and discuss various issues related to sport and matters related to coaching that are 

becoming more important in modern sports from a broad perspective not limited to specialized fields, while focusing on ethical 

viewpoints. Since mega sporting events such as the Olympics and Paralympics are taking place in Japan, I would like to touch 

on current issues related to them. 

 

We also plan to invite people involved in sports "in the field" as guest speakers to share actual stories. 

 

* We will present the course plan below, but there is also the possibility of making minor changes to topics handled according to 

the interests of the students. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 現代スポーツの問題点を考える 

3. 東京オリンピックについて考える 

4. 東京パラリンピックについて考える 

5. プロスポーツとビジネスについて考える 

6. 大学スポーツのあり方を考える 

7. スポーツとメディアについて考える 

8. 中間の振り返り 

9. 「私」が受けてきたコーチング 

10. コーチの役割とは何か？ 

11. よいコーチングとは何か？ 

12. 選手とコーチの理想的な関係とは何か？ 

13. コーチにとっての「幸福」とは何か？ 

14. 全体の振り返り 

 

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、論文などを事前に読んで、自分の考えをまとめてくることが求められます。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 
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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ません。 

授業の各トピックに関するテキスト・記事・論文などについては適宜コピーを配布します。 

 

参考文献（Readings） 

1. 谷釜尋徳（編著）、2019、『オリンピック・パラリンピックを哲学する』、晃洋書房 (ISBN:978-4469268195) 

2. 平野裕一、土屋裕睦、荒井弘和（編）、2019、『グッドコーチになるためのココロエ』、培風館 (ISBN:978-4563052522) 

3. 藤田紀昭、2016、『パラリンピックの楽しみ方: ルールから知られざる歴史まで』、小学館 (ISBN:978-4093884914) 

4. 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) 

5. 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) 

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します。 

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・映像などを知っていれば、ぜひ積極的に共有してください。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

・資料の配布に Blackboard を使用します。 

 

・リアクションペーパーについては、次回授業開始時にフィードバックを行います。 

 

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・認知・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。 

 

Students will learn about the functions of neurotransmitters, hormones, and neural networks that maintain our daily lives, such 

as sleep, emotion, cognition, sexual behavior, and sociality. 

 

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。 

こころや行動に対する生物学的なアプローチのみならず、近年盛んな情報科学（AIなど）と組み合わせた神経科学の工学的応用

の動向から、心とは何か、意識とは何かという問いまで切り込んでいく。 

 

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。 

 

The mind and body and their individuality that we usually experience are maintained by the interaction of various 

neurotransmitters and brain regions. If their state deviate from their majority, it may become a "disability" or cause various 

problems for living. Conversely, it may also trigger special abilities or new future possibilities. In this course, through familiar 

clinical cases and examples, we will learn a way of exploring the human mind and behavior and the obtained findings in natural 

science. The course will be structured so that you can smoothly learn scientific thinking through contents that are useful for 

everyday life. From both biological approaches to mind and behavior and engineering application of neuroscience combined with 

information science (AI, etc.) that has vigorously develped is. The course will put emphasis on communication with students 

through the reaction papers. 

 

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 

6. セロトニン：うつ 

7. 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 

8. 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 

9. 認知症：最新の診断法と治療の動向 

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  

10. 意識２：AI（人工知能）と BCI、統合情報理論 

11. 睡眠と覚醒：ナルコレプシー、オレキシン 

12. ホルモンとフェロモン：性ホルモンと性分化、おもちゃの好み 

13. 非典型的性分化：性分化疾患、セクシュアルマイノリティ、セックスレス・性依存症、同性間性行動の進化 

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。 
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成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席兼コメントペーパーの内容(30%)/最終レポート(Final Report)(35%)/最終テスト(Final Test)(35%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 櫻井武、2018、『「こころ」はいかにして生まれるのか―最新脳科学で解き明かす「情動」』、講談社 (ISBN:4065135222) 

 

参考文献（Readings） 

他の参考文献は授業時に紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■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 

（Cognitive science in daily life） 

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｡  

 

By thinking about how we grasp the world from the perspective of cognitive science, using events around us as subjects, we will 

be interested in the human mind and also reconsider ourselves from our experiences in daily life. 

 

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。 

 

We do not grasp the world as it is. We will introduce topics of cognitive science closely related to events around us, focusing on 

visual cognition, and explain how "the mind" processes external information. Also, students will systematically learn about 

subjects in the related researches and topics in the latest research.  Through these activities, this course will give an overview 

of cognitive science. 

 

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・コントラストと空間周波数 

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. 視覚失認➀（相貌失認・連合型失認・視覚形態失認） 

6. 視覚失認②（同時失認・統合失認・運動失認） 

7. 奥行きの知覚 

8. 大きさ・明るさ・色の知覚 

9. 運動の知覚 

10. 錯視 

11. 視覚的注意 

12. 聴覚情報処理 

13. 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 

14. 比較認知科学・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で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） 

レポート試験(Report Exam)(70%)/小レポート(30%) 

小レポートとして講義内容に関する疑問点や問題点をリアクションペーパーにまとめて提出する（全 3 回）。 

【変更前】筆記試験(Written Exam)70%, 平常点(In-class Points)30% (小レポート 30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

学内 webシステム「Blackboard」上において，講義スライドを資料として配布し，テキストは特に使用しない。 

 

参考文献（Readings） 
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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)） 

パワーポイントを使用した講義形式で，映像資料なども適宜活用する（ビデオ学習）。非常勤であるため本学にオフィスがなく，質

問等は講義前後やメールで受け付ける。授業内容に関する質問であれば講義内外に関わらず常時受け付ける。受講生への事

務連絡に「Blackboard」を利用する場合がある。  

 

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） 
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。 

 

From various events that occur in interpersonal situations, students will learn about the basic knowledge of psychology related 

to each, and cultivate the ability to think about the meaning of each action. 

 

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，問い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。 

 

There are various "Whys?" in interpersonal scenes. No matter how much you study psychology, you will not understand your 

own mind or others' minds in a simple way. However, trying to read the mind hidden in the action will give some answers to the 

question, and it will also help in predicting future behavior. The purpose of this course is for students to master such a "mind 

reading attitude" through various findings. 

 

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） 

授業時間外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） 

最終テスト(40%)/中間テスト(32%)/授業後の確認テスト(28%) 

授業回数の 2/3 以上の出席をしていない場合は，単位取得不可。なお，毎回の授業で出欠を 2度（前半と後半）で取る。2 度とも

出席した場合のみを出席とみなす。遅刻や早退は 2 回で欠席 1回分とカウントする。また，授業時に極めて受講態度不良な場合

や他学生の利益を損なう身勝手な振舞いをした場合には，当該学生に減点カードを配布回収し，筆記試験の成績から減点する

こともある。 

【変更前】筆記試験(Written Exam)100% 

 

テキスト（Textbooks） 

特に指定しない。 
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参考文献（Readings） 

適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

①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を適宜活用するとともに，理解を深めるために必要に応じて

実習（簡単な集団実験）なども行う予定である。 

②学生が欠席した回については，要望があれば配布資料を後日配布するが，授業で行った内容 （穴埋めの箇所）を当該の週以

降に伝えたり，Blackboardや web 上で公開することはない。各自で対応すること（しょうがいのある学生については応相談）。 

 

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） 
人間の高次認知過程（認知心理学）と近接領域 

担当者名 

（Instructor） 
都築 誉史(TSUZUKI TAKASHI) 

学期 

（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） 

「心の科学」の中でも，特に認知心理学に焦点をあて，その理解を目指す。人間が外界の事象を記憶し，言語を理解し，問題解

決や，判断と意思決定を行う一連の「高次認知過程」について，近接領域にまたがった学際的観点から近年の研究動向を理解す

る｡ 

 

This “Science of Mind” course aims to develop a better understanding of cognitive psychology by investigating recent research 

trends on high-level cognitive processing, such as humans’ ability to recall scenes from nature, language comprehension, 

problem solving, judgement and decision making, from an interdisciplinary point of view. 

 

授業の内容（Course Contents） 

認知心理学は，人間の認識のしくみとその「不思議さ」を探求する。認知心理学は現代心理学における中心的なアプローチであ

り，人間の認識過程と知識構造について研究が進められている｡ 本講義では, 特に高次認知過程（記憶，言語，思考など）に焦

点を当てる｡ また， 狭い枠組みにとらわれず，生理心理学，臨床心理学，情報行動心理学，社会心理学，消費者行動心理学な

ど近接領域にまたがった研究を積極的に紹介する｡ 

 

Cognitive psychology focuses on exploring the mechanism of human awareness and its “wonder.” It is a core approach in 

modern psychology, resulting in significant progress in research on human cognitive processes and knowledge structures. This 

course mainly focuses on high-level cognitive processes (memory, language, and thought processes). However, it is not limited 

by a narrow framework but rather actively introduces research in related fields like psychophysiology, clinical psychology, 

information behavior psychology, social psychology, and consumer behavior psychology. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 序論：基本概念とアプローチ 

2. 記憶：意識できる過去と意識できない過去 

3. 日常認知：思い出は変容するか 

4. 言語理解：言語を処理する心の仕組み 

5. 問題解決と推論：知性のきらめきと思考の多様性 

6. 判断と意思決定：選択のゆがみと判断の落とし穴 

7. 脳波と事象関連電位 

8. 認知の障害：統合失調症 

9. 認知と感情 

10. 批判的思考（クリティカル・シンキング） 

11. ICT・情報行動の心理 

12. 消費者の認知と購買意思決定 

13. 集団意思決定 

14. 社会的認知 

 

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

授業時の指示に従い，予習・復習を行うことが望ましい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/授業内に指示した課題に対する提出物，14 回(40%) 

【変更前】筆記試験(Written Exam)70%, 平常点(In-class Points)30% (毎回の出席時におけるリアクションペーパーの内容 30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 箱田裕司・都築誉史・川畑秀明・萩原滋、2010 年、『認知心理学』、有斐閣 (ISBN:978-4-641-05374-8) 
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参考文献（Readings） 

1. 都築誉史(編)、2002 年、『認知科学パースペクティブ』、信山社 (ISBN:4-7972-2217-4) 

2. 都築 誉史(編)、2017 年、『ICT・情報行動心理学』、北大路書房 (ISBN:978-4762829642) 

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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■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） 
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。 

 

As well as deepening self-insight about personality, students will deepen their understanding of the effects of personality in 

everyday life. 

 

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。 

 

After explaining the definition of personality and the theory and understanding of the formation process and structure, etc., we 

will consider the relationships between interpersonal relationships, interpersonal behavior, physical and mental health, and 

personality while showing specific research. 

 

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） 

レポート試験(Report Exam)(70%)/授業内レポート(30%) 

【変更前】筆記試験(Written Exam)70%, 平常点(In-class Points)30% (授業内に指示した提出物 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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■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） 
心の生涯発達 

担当者名 

（Instructor） 
菅沼 真樹(SUGANUMA 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） 
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。 

 

Students will deepen their understanding of the formation of individuality of human mind and the psychological changes 

experienced with aging from the viewpoint of life-span developmental psychology. 

 

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。 

 

We will focus on the development of social emotional aspects such as personality development and the development of 

interpersonal relationships. Each student will reflect on their "past" and we will proceed with the lectures while relating them to 

specific scenes so that the course can be a hint for the "future." We will also actively introduce episodes that appear in our 

lives. We want to provide opportunities for each student to think about "what is human development" throughout the course. 

 

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. 児童期の発達 

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） 

レポート試験(Report Exam)(80%)/リアクションペーパー(20%) 

【変更前】筆記試験(Written Exam)100% 

 

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) 
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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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■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） 
対人関係が人の認知・感情・行動に及ぼす影響 

担当者名 

（Instructor） 
川久保 惇 ( KAWAKUBO 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） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 私たちが社会生活を送る上で、他者との関わりを避けることは困難である。そのため、世の中の多くの人が自己のみならず他

者や対人関係に興味を持っていることは、共通の認識として共有できる。本講義では、対人関係に関する社会心理学の知見をも

とに、対人関係に起因する諸問題について理解することを目的とする。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。  

 

As long as we live in society, it is difficult to avoid involvement with others. For that reason, we have a common view that many 

people in the world are interested in themselves, others and interpersonal relationships. The aim of this course is to help 

students acquire understanding of various problems caused by interpersonal relationships  and use this learning for everyday 

life.  

 

授業の内容（Course Contents） 

 各回では自己と他者の関わりから始まり、対人認知、社会的態度、集団の影響力や対人関係の各段階（親密な関係の形成・発

展・維持・崩壊）といったテーマを取り上げる。各テーマの基本的な用語、概念を解説しながら、それらに関する具体的な研究を紹

介することで対人関係の諸問題に対する理解を深めていく。人の悩みの多くは、対人関係が原因となる。そのため、「良好なコミ

ュニケーションとは何か？」、「なぜ助けてと言えないのか？」や「空気を読むとは何か？」などの日常生活で感じる疑問にも焦点

を当てながら、講義を進める。 

 講義は主にパワーポイントを用いて進めるが、必要に応じて映像教材なども使用する。毎回の講義の終わりにはコメントペーパ

ーを作成し、提出してもらう。コメントペーパーの作成は、講義で学んだ知識を整理する上で重要であるため、各学生の積極的な

取り組みが求められる。 

 

This course introduces the relationship between oneself and others, and deals with topics, such as interpersonal cognition, 

social attitude, group influence, and the stages of interpersonal relationships (formation, development, maintenance, and collapse 

of intimate relationships). While explaining the basic terms and concepts of each theme, this course introduces concrete 

examples on them and enhances students’ understanding of interpersonal issues. Everyone has worries, and many of them are 

caused by interpersonal relationships. For this reason, lectures focus on questions in daily life such as "What is good 

communication?", " Why people can't ask others for help?" and "What is reading between the lines?". 

This course will be conducted mainly using PowerPoint, but video teaching materials also will be used as needed. At the end of 

each lecture, all students have to submit a comment paper. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス：対人コミュニケーションの社会心理学 

2. 対人関係における自己：自己概念、自己呈示と自己開示 

自分はどんな人か？自分のことを人にどう伝えるか？ 

3. 対人関係における他者：社会的認知と対人魅力 

どのような相手に魅力を感じ、好意を抱くか？ 

4. 集団と対人関係 

集団が個人に及ぼす影響とは？ 

5. 対人関係の形成と発展 

他人から友だち、親友や恋人に至るプロセスとは？ 

6. 恋愛：出会いと別れ 

吊り橋効果は実在するか？ 

7. 対人影響力 

相手を説得するにはどうしたら良いのか？ 

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. 援助要請の社会心理学 

人はなぜ助けてと言えないのか？ 
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10. 空気を読む 

日本的対人コミュニケーションの特徴 

11. メディアコミュニケーション 

コミュニケーション環境の変化と対人関係 

12. 対人関係と健康 

対人関係が人の身体的・精神的健康を悪化させる？ 

13. カウンセリングにおける対人関係 

人はなぜカウンセリングを受けるのか？ 

14. 講義の総括 

 

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

毎回の講義資料に目を通し、内容への理解を深め、知識の定着を図ること。 

各授業の復習を通じて、最終筆記試験への準備をきちんとすること。  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(100%) 

【変更前】筆記試験(Written Exam)70%, 平常点(In-class Points)30% (授業終了時に提出するリアクションペーパー30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特にテキストは指定しない。適宜、プリントなどの資料を配布する。  

 

参考文献（Readings） 

各回の授業で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、映像資料も適宜活用する。 

講義形式を中心とするが、リアクションペーパー提出への積極的な受講態度を期待する。  

 

注意事項（Notice） 
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■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） 
「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。 

 

Students will learn about the findings and ideas of social psychology regarding behavior and interpersonal relationships that 

occur in "groups," and cultivate the ability to understand familiar events and social problems from a psychological perspective. 

 

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。 

 

As social beings, we cannot live apart from groups. Groups work together to achieve great accomplishments, provide support 

and a sense of security to members, but sometimes have disruptive effects both inside and outside. We will examine the various 

phenomena that occur in such "groups" from a psychological perspective based on specific examples. I would like to explore 

how ideal relationships between individuals and groups should be and how they can be built for people living in society. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 集団の定義 

2. 社会的存在としての人間－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 

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」(鑑賞レポート有) 

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)(70%)/出席兼コメントペーパーの内容(30%) 

 

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紹介する。 

 

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。全員の協力により、快適な授業環境を創

出していく。 
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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 

よりよく生きていくために必要な生涯発達の臨床心理学入門 

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） 

過剰なストレスがかかる現代社会において，生涯の様々な場面で役に立つであろう発達臨床心理学の知識を学び、メンタルヘル

スの危機に対処できる力を身につけることを目標とします（基本的に初学者対象）。 

 

The goal shall be to learn the knowledge of developmental clinical psychology that will be useful in various situations in life and 

to acquire the ability to cope with mental health crises in modern society where stress is excessive (basically aimed at 

beginners). 

 

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。 

 

Japan has entered an aging society. In such a long life, there are many stressful events such as exams, employment, marriage, 

childbirth, and the death of one's spouse. As a result, many people lose their mental balance. Under such circumstances, we will 

consider mental health so that we can live healthily. With knowledge, we can prevent these problems. 

First of all, we will look at "the health of the mind" from the perspective of mental health (abnormal psychology). From the point 

of view of psychology, we will give tips on living for how you or your family can cope with such problems. With regard to some 

symptoms, we will take up the phenomena from various cultures and also mention that these problems are common. Finally, in 

the end students will be able to think comprehensively for themselves about the normality and abnormalities of the "mind." 

 

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. 臨床心理学の基礎知識 

4. 精神分析からの心理臨床 

5. 様々な心理臨床 

6. 統合失調症 

7. うつと躁鬱 

8. 統合失調症と躁鬱のまとめ 

芸術からの視点 

9. 不安障害群と強迫性障害群 

10. 解離性障害群と摂食障害 他 

11. パーソナリティ障害 

境界性人格障害（ボーダーライン）の世界 

12. 神経発達障害① 

13. 神経発達障害② 

14. 高齢者の精神障害と諸問題 

 

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。 
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成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report 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。 

【変更前】筆記試験(Written Exam)100% 

 

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） 

1. 下山晴彦、2009、『よくわかる臨床心理学［改訂新版］』、ミネルヴァ書房 (ISBN:4623054357) 

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)） 

 授業の内容は、一部事例など人間の生々しい行為や思考など決して道徳的とはいえない表現が出てくることがあります。性的

な問題についても取り扱われるので、苦手な方はご遠慮いただくのが良いと思います。 

 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。 

 

What did the creators of theater think about as they created, and how did they create theater works? We will provide lectures 

on the situation surrounding theaters in Japan and abroad, focusing on the creative process and environment of the performing 

arts. 

 

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。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。 

 

While watching videos of performing arts works performed in various cities in Japan and the world (including performances 

outside theaters), we will discuss what the creators thought about and what process they used to create the theater from 

historical and theoretical perspectives. In the first half of the course (1st to 7th classes), we will take up historically important 

works and related documents, and think about a framework for viewing performing arts. In the second half of the course (9th to 

14th classes), we will take up works presented in Japan and abroad in the last few years and related documents, introduce 

performing arts and creative environments in cities in Japan and the world, and consider the way of contemporary performing 

arts and the theatrical environment. We welcome students who have never been to the theater or have no background in the 

performing arts. 

 

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（フェスティバル化する時代） 

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（まとめ） 

 

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（15 分以上の遅刻は欠席とみなす）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。 
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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。 

 

Students will understand the nature of stress from the perspective of health psychology and learn individual differences in how 

people experience stress and methods for effective coping in order to achieve mental and physical health. 

 

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，ストレスへの対処法を紹介し，

日常生活への応用を検討する。 

 

Living in society, it is difficult to avoid so-called stress. However, if you can overcome it skillfully, you have a chance to build 

resilience. The aim of this course is for students to learn about the nature of stress, to consider why we regard an event as 

stressful, and to raise awareness of stress reaction and habitual thinking about stress. We will introduce stress management 

techniques and apply it in dairy life.  

 

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（楽観主義，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） 

リアクションペーパー(30%)/レポート（4 回）(70%) 

【変更前】筆記試験(Written Exam)75%, 平常点(In-class Points)25% (提出物（リアクションペーパー，講義中に指示する課題等）の

内容 25%) 

 

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)） 
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授業はパワーポイントを使用した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）を行う予定である。 

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） 

 

 

  



 

 - 680 - 

■FD112 

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。 

 

Students will understand the nature of stress from the perspective of health psychology and learn individual differences in how 

people experience stress and methods for effective coping in order to achieve mental and physical health. 

 

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，ストレスへの対処法を紹介し，

日常生活への応用を検討する。 

 

Living in society, it is difficult to avoid so-called stress. However, if you can overcome it skillfully, you have a chance to build 

resilience. The aim of this course is for students to learn about the nature of stress, to consider why we regard an event as 

stressful, and to raise awareness of stress reaction and habitual thinking about stress. We will introduce stress management 

techniques and apply it in dairy life.  

 

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（楽観主義，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） 

リアクションペーパー(30%)/レポート 4 回(70%) 

【変更前】筆記試験 75％、平常点（提出物（リアクションペーパー、講義中に指示する課題等）の内容）25％ 

 

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)） 

授業はパワーポイントを使用した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
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クセーション法，ワークシート，ロールプレイングなど）を行う予定である。 

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） 

臨床心理学・心理療法学をベースにおき 個々人にそなわった自己治癒力の発動メカニ

ズムについて学び、癒しとともにある生き方を模索する。 

担当者名 

（Instructor） 

坂内 くらら（BANNAI KURARA） 

 

5 月 30 日：担当者変更 

【変更前】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） 

自らを癒し、他者を癒すこと（技法・技術）を学ぶことを目標とする。癒しとは、自らの心の全体で生き、自己の物語をたえず創生し

ていくことである。このように十分に機能した人間は、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、生産的で

創造的な関係を樹立していく。それが円熟した社会をつくることにもつながっていく。本来癒しとはそのようなものである。 

 

We will aim to learn how to heal ourselves and heal others (skills and techniques). Healing means to live with your whole heart 

and to keep creating your own story. Such well-functioning people aim for smooth communication with others, recognize 

differences with others, and establish productive and creative relationships. This also leads to the creation of a mature society. 

This is essentially what healing is. 

 

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く。それは臨床心理学・心理療法学の広い

領域を学ぶことにもつながる。臨床心理学・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、自分仕様（カスタ

マイズ）にしていくプロセスともいえる。 

 

"The science of healing" focuses on clarifying the mechanisms by which self-healing power is triggered. It also leads to learning 

a wide range of clinical psychology and psychotherapy. It can be said that it is a process of reorganizing the theories of clinical 

psychology and psychotherapy to center on healing oneself and others, and making them suited to oneself (customization). 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 自己治癒力と心の全体性 

2. 自己との対話①―オープンダイヤローグ、カウンセリング理論、マイクロカウンセリングの技法― 

3. 自己との対話②―可能性療法、解決志向アプローチ 外在化の技法― 

4. 実のある言葉とはなにか ―NLP と一般意味論― 

5. 実のある言葉とは何か ―自己感・D.スターンの理論から― 

6. 身体への気づき －呼吸法 漸進性弛緩法 思考場療法 タッピングタッチ― 

7. 身体と心をつなぐ対話としてのフォーカシング 

8. 認知行動療法にみる癒し 

9. マインドフルネスをベースとする認知行動療法 

10. 自己との対話③ 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― 

11. イメージにふれる―芸術療法・表現療法― 

12. 対話の先に、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）から学ぶ物語りの再生と創生 

14. 「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） 

授業では実習をしますので、ご自身が体験することを通して、理論と実践をつなげてください。生きた理論と実践になることをめざ

します。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(70%)/授業内課題(30%) 

【変更前】筆記試験 70％、平常点（授業時提出物）30% 

 

テキスト（Textbooks） 

テキストはありません。授業時に資料を配布します。 
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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） 
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 

 

The environment surrounding top athletes is formed by sports medicine science. Students will understand that sports are 

formed from a number of disciplines and progress based on scientific evidence 

 

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． 

 

Sports are physical activities in which many studies such as physiology, psychology, anatomy and medicine are involved. 

Focusing on sports, we will look at sports from various viewpoints. In addition, we will introduce medical knowledge necessary to 

play sports safely. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. はじめに 

2. 筋肉１-筋の基礎医学的な知識- 

3. 筋肉２-筋の臨床医学的な知識- 

4. 持久力とは何か 

5. 試合に臨むために大事な事 

6. 熱中症を科学する 

7. 頭部打撲・脳震盪 

8. スポーツ・ヴィジョン 

9. 女性アスリート 

10. スポーツと科学 

11. 応急処置について 

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） 

原則として毎授業内に行う習熟度テスト（Blackboard 使用します）(80%)/リアクションペーパー(20%) 

提出が課されたすべての小レポートのうち、原則として１／３以上が未提出の場合は D 評価となる。 

【変更前】筆記試験(Written Exam)65%, 平常点(In-class Points)35% (毎授業時に課される小レポートの評価 35%) 

 

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：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

業の授業中とする予定である．したがって，毎週授業中に携帯電話などで Blackboard へのアクセスが必要となるが，もし授業中
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にアクセス不可の場合には，授業中に申し出ること． 

 

 

注意事項（Notice） 

本科目は、担当教員の実務経験、または実務に従事するゲスト・スピーカーの招聘講義等を活かした授業である。 
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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） 
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。 

 

I want students to reaffirm the wonder of doing sports and enjoy life. Students will learn theories to keep their health and 

strength through life. 

 

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、「わたしの健康

スポーツ（種目）」について考える。 

 

In health sports, in order to enjoy them seriously and play hard, we will introduce the important relationships between the body 

and sports. We will also clarify the specific know-how for each item. Students will gain a lot of knowledge to practice safe and 

effective sports and will think about "My health sports (events)." 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. スポーツと科学のかかわり 

2. 「運動不足と生活習慣病」 

3. 「健康と体力」 

4. 「安全に行なう健康スポーツ」 

5. 「効果的にスポーツを行なう」 

6. 「スタミナのある身体」 

7. 「力強い身体」 

8. 「しなやかな身体」 

9. 「身体を整える（骨・筋肉）」 

10. 「身体を整える（脂肪）」 

11. 「身体を整える（水分）」 

12. 「健康スポーツ種目」 

13. 「わたしの健康スポーツ種目を考える」 

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） 

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） 

2020 年６月以降に発刊予定。 

授業時に紹介する。 

 

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)） 

スライド・テキストを用いて、授業を行う。 
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所定のテキスト（2000 円～）を受講者全員が購入する必要がある（予定）。 

 

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。 

 

Students will conceptually understand the relationships between food, nutrition, and life activities, deepen their understanding of 

the relationships between body function and nutrition, and acquire strategies for managing their own dietary habits. 

 

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。 

 

In recent years, interest in health, food, and nutrition has increased. Through this course, students will be taught knowledge and 

perspectives on "science of daily life" related to "food and nutrition." In addition, we will provide opportunities, knowledge, and 

skills to promote self-management about "food and nutrition" under various conditions such as weight management, 

competitive ability improvement, health promotion, and disease prevention. 

 

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)） 
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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） 
健康長寿を目指して 

担当者名 

（Instructor） 
丸山 雄介(MARUYAMA 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） 
CMP2400 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

超高齢社会をむかえてなお高齢化率が増加し続けている日本では、社会的にもアンチエイジングが重要視されている。本講義で

は老化とそれに伴う疾病の原因や仕組みを学び、最新の研究に触れることで、アンチエイジングに対する科学的な理解を深める

ことを目標とする。 

 

As the population ages further in the super-aging society, there is social emphasis on anti-aging in Japan. The course aims to 

gain deeper scientific understanding on anti-aging by learning the cause and structure of aging and age-related diseases and 

studying the latest research. 

 

授業の内容（Course Contents） 

1.生命現象と老化の基礎を紹介する 

2.加齢に伴う疾病の原因と機序を講義し、その対策を考察する。 

3.現在のアンチエイジング研究の紹介し、今後の研究課題を検討する。 

 

1. Introduce basics of life phenomenon and aging. 

2. Lecture on the cause and mechanism of age-related diseases and consider responses.  

3. Introduce the current anti-aging research and consider future research topics. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 老化とは何か 

2. 老化の原因を調べよう 

3. 細胞は老化するのか 

4. 細胞の老化を予防する 

5. 老化を加速させる因子を考えてみる 

6. 老化を加速させる因子を予防する方法とは 

7. 各論：エイジングにより生じるホルモン分泌の変化とは何か 

8. 各論：骨代謝老化のメカニズムとその対策について考える 

9. 各論：視覚機能の老化とその対策について考える 

10. 各論：認知機能低下のメカニズムとその対策について考える 

11. 寿命を延ばすことはできるのか 

12. アンチエイジング医学の最前線 

13. アンチエイジングのカギを握るメラトニンとは何か 

14. まとめ 

 

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

授業内容に関連する項目について質問し、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各自が予習すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席兼コメントペーパーの内容(30%)/中間テスト(30%)/最終テスト(40%) 

【変更前】筆記試験(Written Exam)70%, 平常点(In-class Points)30% (出席兼コメントペーパーの内容 30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 近藤祥司、2009、『老化はなぜ進むのか-遺伝子レベルで解明された巧妙なメカニズム』、講談社 (ISBN:978-4-06-257662-8) 

2. 日本抗加齢医学会 専門医・指導士認定委員会、2004、『アンチエイジング医学の基礎と臨床』、メジカルビュー社 (978-4-

7583-0491-7 C3047) 

 

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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■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。 

 

Examines the relationship between sports and the media, taking into account the historical background, and discusses the 

meaning and value of sports for humanity. Through the theme of sports, I want to help students understand society, and how 

business works. 

 

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

ーツの社会的価値・役割を探っていく。また、今後のメディアとスポーツの関係性、オリンピック後の日本のスポーツを展望する。 

 

How have sports and the media developed and transformed each other in the past 100 years? We will focus on content that is 

known as high value in the media world, such as the Olympics, football, highschool baseball, and Hakone Ekiden. And we will 

explore the social value  of sports that can be seen from there. It also looks at the relationship between the media and sports 

in the future, and sport in Japan after the 2020 Tokyo Olympic games. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 今メディアに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. 現代社会とスポーツ（スポーツの価値・役割を考える） 

14. まとめ 

 

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） 

出席及び授業参加度(50%)/複数回のコメントペーパー(50%) 

【変更前】平常点(In-class Points)100% (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。 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

本科目は、担当教員の実務経験、または実務に従事するゲスト・スピーカーの招聘講義等を活かした授業である。 
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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。 

 

For us, the existence of the "body" can be a universal theme as a human being. From ancient Greece to the present, this has 

been explored in a variety of areas, including philosophy. 

In this course, we will focus on "sports" as a cultural complex that expresses the human body. Mega sports events such as the 

FIFA World Cup and the Olympics can no longer be ignored in the field of international politics and economics. "Sports" can be 

considered to be essential to us. 

By approaching "sports" as a cultural study subject, we will interpret "sports" that we have casually played and watched using 

historical and cultural anthropological methods. 

By taking this course, students will broaden their historical perspective on various events. 

 

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。 

 

In this course, we will access various events related to sports from cultural anthropological and historical perspectives. As we 

will also deal with current issues, shifts in the international situation may change the course content. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション，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%) 
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テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 後藤光将編、2020、『オリンピック・パラリンピックを学ぶ』、岩波書店 

2. 新井博編、2019、『新版スポーツの歴史と文化』、道和書院 

3. 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 

4. 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 

5. 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)） 

 

 

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。 

 

We will regard sports that have been the subject of "doing" as subjects of "knowing" and "thinking," and understand modern 

and contemporary sports culture from the aspects of "ideas," "norms," "technology," and "matter," with the goal being to be 

able to think critically. 

 

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。 

 

We will set a theme for each class and give a lecture on the theme on the basis of information such the textbook, other 

materials, and videos. 

At the end of the lecture, students will be asked to fill out a reaction paper in each class for evaluation. Please be aware that 

your attendance will not be counted if the content you write is insufficient. 

 

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：近代スポーツとは 

3. 近･現代スポーツを理解する②：アマチュアリズム 

4. 近･現代スポーツを理解する③：ナショナリズム  

5. 近･現代スポーツを理解する④：コマーシャリズムとメディア化 

6. 近･現代スポーツを理解する⑤：グローバリゼーション 

7. 近･現代スポーツを理解する⑥：オリンピズム 

8. ジェンダー論①：スポーツとジェンダー 

9. ジェンダー論②：スポーツと身体的性 

10. ジェンダー論③：スポーツとセクシュアリティ 

11. 各論①：ルール論 

12. 各論②：施設･用具論 

13. 各論③：障がい者スポーツ論 

14. まとめ：そして東京 2020 

 

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します。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、2020、『よくわかるスポーツ文化論』改定版、ミネルヴァ書房 (ISBN:978-4-623-08839-3) 

 

参考文献（Readings） 
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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。 

時間が許す限り、リアクションペーパーのフィードバックを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） 

日本社会の生活・労働の変容を踏まえたレジャー史を振り返りながら自分自身の自由

時間とライフスタイルのあり方を考える 

担当者名 

（Instructor） 
水上 博司(MIZUKAMI 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） 

レジャー・スポーツ・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。  

 

・4 月 15 日 授業目標変更：オンライン授業対応のため 

【変更前】1945 年から 2000 年までの「社会・経済・生活・労働・レジャー・余暇行政」を振り返りながらレジャー・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。 

 

We will take up leisure and recreation as human behavior in a broad sense, looking back on "Society, economy, life, labor, leisure 

and leisure administration" from 1945 to 2000, and we will explore what it means to live richly in your own way from multiple 

angles. 

 

授業の内容（Course Contents） 

レジャー・スポーツ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。本講義では、講義者の共著「ス

ポーツクラブの社会学：「「コートの外」より愛をこめ」の空間概念を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。 

 

・4 月 15 日 授業内容：オンライン授業対応のため 

【変更前】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 1945 年から 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。 

 

We take up leisure and recreation in a broad sense as part of our everyday life activities. First, after studying the basic 

concepts of leisure theory, we will look back on how people spent their free time from 1945 to the 2000s in Japan and leisure 

administration. Then, students will get the opportunity to review their lifestyle while learning from examples of people who are 

trying to spend their free time in their own way in modern society. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. レジャー・スポーツの「する」と「なる」とは・・ 

 

・4 月 15 日シラバス変更：オンライン授業対応のため 

【変更前】ガイダンスと西ヨーロッパ社会における自由時間の誕生 

2. 遊びの理論とスポーツ・レジャー 

 

・4 月 15 日シラバス変更：オンライン授業対応のため 

【変更前】戦後日本の復興期に現れた人々の日常とライフスタイル 

3. 「コートの中」と「コートの外」というスポーツ・レジャー空間 

 

・4 月 15 日シラバス変更：オンライン授業対応のため 

【変更前】労働・生活インフラ整備の急伸期に現れた日本人の日常とライフスタイル 

4. コミュニケーション空間としての「コートの外」の意味と意義 

 

・4 月 15 日シラバス変更：オンライン授業対応のため 

【変更前】日本人のライフスタイルの変容 

5. 現代スポーツ・レジャーと「コートの外」の意味 

 

・4 月 15 日シラバス変更：オンライン授業対応のため 

【変更前】１９６０年代の社会経済と余暇行政 

6. 商業主義の浸透と能力主義の拡大 
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・4 月 15 日シラバス変更：オンライン授業対応のため 

【変更前】１９７０年代の社会経済と余暇行政 

7. タテマエの参加とホンネの参加 

 

・4 月 15 日シラバス変更：オンライン授業対応のため 

【変更前】１９８０年代の社会経済と余暇行政 

8. チームかクラブか、スポーツ集団論の展開 

 

・4 月 15 日シラバス変更：オンライン授業対応のため 

【変更前】１９９０年代の社会経済と余暇行政 

9. チームワークからクラブワークへ：多元的社会関係 

 

・4 月 15 日シラバス変更：オンライン授業対応のため 

【変更前】２０００年代以降の社会経済と余暇行政 

10. 新たなリーダーシップ論：バトンタッチ 

 

・4 月 15 日シラバス変更：オンライン授業対応のため 

【変更前】低成長時代のライフスタイルと自由時間の意味 

11. 苦悩する社会とリーダーの類型論 

 

・4 月 15 日シラバス変更：オンライン授業対応のため 

【変更前】働き方の多様性とそこに表われるライフスタイルの社会的意味 

12. 「権力・権威から影響へ」を実践する社会空間の創造 

 

・4 月 15 日シラバス変更：オンライン授業対応のため 

【変更前】若者ライフスタイルと自由時間（１） 

（ゲスト講義を予定しています） 

13. ゲームズマンシップの提案 

 

・4 月 15 日シラバス変更：オンライン授業対応のため 

【変更前】若者ライフスタイルと自由時間（２） 

（ゲスト講義を予定しています） 

14. ライフスタイルにおける体験や経験の意味 

 

・4 月 15 日シラバス変更：オンライン授業対応のため 

【変更前】ライフスタイルにおける体験や経験の意味 

 

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） 

毎講義時のミニレポート＆コメントペーパーの内容(80%)/最終レポート(Final Report)(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 水上博司／谷口勇一／浜田雄介／迫俊道／荒井貞光、2020、『スポーツクラブの社会学：「コートの外」より愛をこめ」の射

程』、青弓社 (78-4-7872-3467-4 C0036) 

・4 月 15 日 削除：オンライン授業対応のため 

【変更前】講義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、配布資料等を受理できる時間までに受理できなかった場合は遅刻とします。 

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を考える 

Think about the essential relationship between people and nature 

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､ 災害時など一時的に文明の利便性が喪失された（インフラの麻痺）ときの行動選択に役立つと同時に､これらの学び

は持続可能な社会の在り方を考えるヒントになります｡ 

 

A variety of life skills that people have found and passed down for living, and social mechanisms based on equality and 

cooperation. These origins can be traced back to the Jomon period, when people hunted, fished, and gathered food. The wisdom 

of Jomon people has not completely disappeared, and still lives as an essence in the traditional life skills of farming and 

mountain villages and entertainment performed in nature. Knowing this "wisdom of the outdoors" is useful for selecting actions 

during emergencies, as well as for providing insights on the essential relationship between nature and human beings and how to 

think about a sustainable society.   

 

授業の内容（Course Contents） 

授業は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｡ 

 

 

We will focus on commentary on slides. We will circulate actual samples according to the theme, and plan to hear more 

specialized stories from guest speakers. "Outdoor" in this class refers to techniques and wisdom in general that use nature 

well, and is not a place to learn individual leisure techniques such as how to put up a tent or barbecue methods. In addition, we 

deal with "life" a lot. While we will use images that may be unpleasant when we cover hunting, etc., it is an unavoidable theme to 

look back on human activities, so please be aware of this. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

guidance 

2. 人は何を食べてきたか（採集生活の知恵） 

Wisdom of Gathering 

3. 地球のリズムで暮らす Living with the rhythm of the earth 

4. 毒と薬 

Natural medicines and poisons 

5. 漁労の知恵①  

Wisdom of fishing １ 

6. 漁労の知恵② 

Wisdom of fishing ２ 

7. ゲストスピーカー招聘① (予定) 

 Guest speaker classes 

8. 昆虫へのまなざし①  

Insects and human life １ 

9. 昆虫へのまなざし②   

Insects and human life ２ 

10. 日本人と野生動物  

Japanese and wild animals 
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11. 狩猟の知恵 

Wisdom of hunting 

12. ゲストスピーカー招聘②(予定) 

Guest speaker classes 

13. 火と人間 

Fire and human 

14. 刃物と人間 

Knife and human 

 

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継続的に調べることが望ましい。 

It is advisable to check on your own interests 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(100%) 

課題レポートは『糧は野に在り 現代に息づく縄文的生活技術』をもとにする Reports are based on textbooks 

【変更前】筆記試験(Written Exam)60%, 平常点(In-class Points)40% (課題レポート 40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. かくまつとむ、2015、『糧は野に在り 現代に息づく縄文的生活技術』、農文協 (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） 

本科目は、担当教員の実務経験、または実務に従事するゲスト・スピーカーの招聘講義等を活かした授業である。 
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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） 
オリンピック・パラリンピックを読む 

担当者名 

（Instructor） 
松尾 哲矢(MATSUO 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） 
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） 

本授業では、多角的な角度からオリンピック・パラリンピックに関する文献を講読・議論するなかで、オリンピック・パラリンピックの

意義と意味、その果たしてきた役割、これからのオリンピック・パラリンピックのあり方・可能性を考究する。 

 

In this course, students will examine the significance and meaning of the Olympic and Paralympic Games and the future and 

potential of the Games through reading and discussing related literature from various viewpoints. 

 

授業の内容（Course Contents） 

2020 年、東京オリンピック・パラリンピックが開催される。オリンピック・パラリンピックをどのようにとらえ、生かしていけばよいのだ

ろうか。本授業では、オリンピック・パラリンピックに関する文献を講読・検討する。毎回テーマを設定し、受講生で担当を決め、指

定された文献を精読した上でレジュメを作成、発表する。発表に基づいてオリンピック・パラリンピックの意味・役割・これからのあ

り方・可能性等について議論する。 

 

In 2020, the Tokyo Olympics and Paralympics will be held. How should the Olympic and Paralympic Games be captured and 

utilized? In this course, students will read and review literature related to the Olympic and Paralympic Games. Each time a 

theme is set, the student decides on the person in charge, and after carefully reading the specified documents, a resume is 

created and presented. Based on each presentation, the meaning and role of the Olympics and Paralympics, the future 

possibilities, and other issues will be discussed. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス グルーピング 

2. オリンピックの歴史的変遷と現在地 

3. パラリンピックの歴史的変遷と現在地  

4. オリンピックと政治 

5. オリンピックと商業主義 

6. オリンピックとナショナリズム 

7. オリンピックとメディア 

8. オリンピックと人種問題 

9. オリンピックとテクノロジー 

10. オリンピックと平和 

11. パラリンピックと共生社会 

12. パラリンピックと障がい者スポーツ推進の乖離 

13. オリンピック・パラリンピックレガシー 

14. 2020 年東京オリンピック・パラリンピックを考える 

 

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

事前に講読対象の文献を読み込み、疑問的や議論したい内容について予習しておくこと。担当者はレジュメを作成し、関連する

文献を読んでおくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業時の出席、担当回の報告、議論等への参加状況等(60%)/最終レポート(Final Report)(40%) 

2／3 以上の出席をしてない場合は、単位修得不可。 

 

テキスト（Textbooks） 

それぞれのテーマで扱う文献は、第 1 回目の授業で紹介する。 

 

参考文献（Readings） 

必要に応じて授業中に紹介する。 



 

 - 703 - 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

積極的な参画を期待しています。 

 

注意事項（Notice） 
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■FD172 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

立教ゼミナール発展編 ４ 

(Seminars for Senior Students of Rikkyo University 4) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
筋トレリテラシーを身につける 

担当者名 

（Instructor） 
宮村 淳(MIYAMURA ATSUSHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring 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） 

人生 100 年時代、一生付き合わなければならない自分の身体への理解を深め、ライフスキルとして長年活用できる筋トレリテラ

シーの基礎を身につける。 

 

Students will deepen their understanding of their own body that they must live with for life, in this era of living to 100 years, and 

acquire the foundation of muscle training literacy that can be used as a life skill for many years. 

 

授業の内容（Course Contents） 

日常生活で意識することの少ない人体の構造や力学的特性を学んで「身体への気付き」を促し、健康管理ツールとしての筋トレ

を、日常生活のレベルで使えることを目標としたい。運動技術の習得をゴールとするのでなく、学生間の議論と共有体験を通じて

各人が「カラダを探求する」入口に立てることを重視する。講義全体を通して、下記のテーマに対して多様な視点からアプローチし

ていく。 

 

・筋肉は重層構造を成しており、表面から触ることのできない深部筋への働きかけが重要であること 

・筋肉を動かさない生活を続けると、腰痛など様々な障害につながる機序を正確に理解すること 

・自分の身体を、筋トレやストレッチを通じて一定範囲内でコントロールすることの重要性を理解すること 

 

By learning the structure and mechanical characteristics of the human body that we are less conscious of in everyday life to 

promote "awareness of the body," we will aim to use strength training as a health management tool at the level of everyday life. 

Rather than focusing on the acquisition of motor skills, the emphasis will be placed on each student's entrance to the "quest 

for an ideal body" through discussion and sharing experiences among students.We will approach the following themes from 

various perspectives. 

 

-Muscles have a multi layer structure, and it is important to work on deep muscles that cannot be touched from the surface. 

-Understand exactly the mechanisms that lead to various illnesses, such as low back pain, if you continue living without moving 

your muscles. 

-Understand the importance of controlling one's body through strength training and stretching. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション（各自のバックグラウンド紹介、パートナー設定など） 

 ※初回は一般教室にて座学中心の内容。 

2. 肩甲骨を意識し、動きを高める 1 

※第 2 回目以降は、トレーニングルームにて実技＋講義 

3. 肩甲骨を意識し、動きを高める 2 

4. 自宅で行う上半身の筋トレ種目 

5. トレーニング変数（強度・量・頻度の考え方） 

6. 股関節の構造を理解し、トレーニングへの展開 1 

7. 股関節の構造を理解し、トレーニングへの展開 2 

8. 股関節の構造を理解し、トレーニングへの展開 3 

9. 自宅で行う下半身の筋トレ種目 

10. 体軸を意識し、体軸を強化する 1 

11. 体軸を意識し、体軸を強化する 2 

12. 骨格と筋肉の特徴を知り、健康管理とスポーツに役立てる─簡易アセスメント 

13. まとめⅠ 各人による簡易プレゼン 

14. まとめⅡ 全身の連動を意識する 

 

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

授業で学んだことを意識して生活動作・スポーツ動作を心がけ、そこで気付いたことを授業に再フィードバックする。 
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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有無を確認する。 

 

【注意事項】  

初回授業：一般教室にて座学中心に行う。服装は自由。 

2 回目以降：トレーニングウエア等の動きやすい服装と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。 

 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加態度(70%)/授業内提出物(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

必要に応じて授業時に配布する。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FD173 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

立教ゼミナール発展編 ４ 

(Seminars for Senior Students of Rikkyo University 4) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
身体と霊性―坐禅からのアプローチ― 

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） 
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） 

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。  

 

In addition to learning from the theory aspects of spirituality and body theory in East-West religious thought, the aim of the 

course is to deepen comprehensive human understanding by also learning from practical aspects through zazen.  

 

授業の内容（Course Contents） 

テクノロジーによる身体の拡張によって引き起こされる生身の身体の意義の希薄化、五感で知覚される世界への執着から導か

れる霊性の否定という二つの傾向を特徴とする現代社会において生じる様々な問題を自覚し、それに適切に対処するためには、

過去の様々な思想との対話を通して現代社会における自己のあり方を客観視する必要がある。 

本授業では、以上のような現代的課題を念頭に置きながら東西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、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。 

 

We are aware of various problems that occur in modern society characterized by the two tendencies of dilution of the meaning 

of the physical body caused by extension of the body due to technology and denial of spirituality derived from attachment to 

the world perceived by the five senses. In order to cope with this properly, it is necessary to objectively look at the way of self 

in modern society through dialog with various ideas of the past. 

In this course, the aim is that by studying spiritual theories and physical theories in East-West religious thought theoretically 

and practically while keeping in mind the above-mentioned modern issues, students will gain comprehensive human 

understanding through the interaction between theory and practice. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 仏教思想における霊性と身体 

3. ゲストスピーカーによる坐禅指導（予定） 

4. 古代ギリシア哲学における霊性と身体 

5. キリスト教における霊性と身体 

6. 近代西洋における霊性と身体 

7. 科学技術社会における霊性と身体 

8. 身体と霊性に関する発表・議論（1） 

9. 身体と霊性に関する発表・議論（2） 

10. 身体と霊性に関する発表・議論（3） 

11. 身体と霊性に関する発表・議論（4） 

12. 身体と霊性に関する発表・議論（5） 

13. 身体と霊性に関する発表・議論（6） 

14. 身体と霊性に関する発表・議論（7） 

 

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。 
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参考文献（Readings） 

授業で適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

遠隔授業なので、坐禅は行わない。 

 

【変更前】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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■FD181 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

ストレスから考える私たちの健康 

(How does stress influence our mind and body?) 

担当者名 

（Instructor） 
後藤 聡(GOTO 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） 
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） 

この授業では、立教大学研究ブランディング事業の成果を積極的に紹介しながら、受講者が自分自身の健康について関心を寄

せ、あらためて深く考察する機会とすることをめざす。 

 

In this course, while actively introducing the results of the Rikkyo University research and branding program, we aim to provide 

an opportunity for students to take an interest in their own health and to reconsider health deeply. 

 

授業の内容（Course Contents） 

私たちの耐性を高め、コーピング能力を育むような「ストレス」があるだろうか。一方、私たちを疲弊させ、生活機能を著しく低下さ

せるような「ストレス」とはどのようなものだろうか。私たちの身体の内部や細胞・分子レベルでは何が起こっているのだろうか。こ

の謎を解き明かすために、本学では研究ブランディング事業を広範に展開している。心理学科と生命理学科が互いの学術的スト

レングスを生かしながら、文理融合の科学（インクルーシブ・アカデミクス）創出にチャレンジするものである。この授業では、その

成果をわかりやすく紹介しながら私たちの健康について考える機会を提供する。 

 

Is there a type of "stress" that enhances our tolerance and nurtures our coping ability? Conversely, what is the type of 

"stress" that causes us to get tired and that seriously diminishes our life functions? What is happening inside our bodies and at 

the cellular and molecular level? To explain these mysteries, the university has developed an extensive research branding 

program. The Department of Psychology and the Department of Life Science are taking on the challenge of creation of science 

(Inclusive Academics) as a fusion of humanities and sciences while making use of their academic strengths. In this course, we 

provide an opportunity for students to think about our health while introducing the results in an easy-to-understand manner. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス：授業の目標と進め方 

2. ストレスと脳 

3. ストレスと睡眠 

4. ストレスとホルモン 

5. 離婚と家族 

6. ストレスに耐えうる健康長寿社会を目指して〜オルガノイドを用いた組織幹細胞研究の最前線 

7. 色覚の多様性とカラーユニバーサルデザイン：色覚の多様性とメカニズムと色弱の人の困難 

8. 色覚の多様性とカラーユニバーサルデザイン：色の見え方の違いで情報弱者を生まないために 

9. ストレスと認知処理 

10. 精神疾患とゲノム医療 

11. ストレスと免疫 

12. 知覚の個人差を考える 

13. ストレスへの対処：観光心理学の視点から 

14. まとめ：授業のふりかえりと評価 

 

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

高等学校の「生物」や「保健体育」の基礎知識がなくても理解可能である。授業で触れられる専門用語などは、図書館において調

べることで理解が深められる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席（毎回、リアクションペーパーの内容により評価）(100%) 

 

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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■FD501 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

Ｊａｐａｎｅｓｅ Ｍｉｎｄ 

(Japanese Mind) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 

Gaining an insight into young Japanese people's perspectives regarding how 

communities approach issues at the grass-roots level. 

担当者名 

（Instructor） 
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） 
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 will provide insights into young Japanese people's perspectives and thoughts regarding how communities deal with 

issues of adversity and other challenges at the grassroots level based on the lecturer’s first-hand experience and research 

inside and outside of Japan. 

 

授業の内容（Course Contents） 

Communities approach and deal with adversity and challenges in numerous ways. This course will focus on gaining an insight to 

young Japanese people's perspectives on how issues might be dealt with at the grassroots level by examining four broad areas 

related to some of the lecturer’s own research carried out in several communities inside and outside of Japan. First, we will 

examine how the impact of the Christchurch earthquakes and Tohoku earthquake on local communities and how adversity was 

dealt with at the grassroots level. This will be followed by local community development projects and education in Nairobi, 

Kenya and Japanese perspectives. We will also examine issues of food security in a case-study of a local community in 

Saitama. Finally, we will examine the impact of tourism on local communities in Japan. Following each lecture, students will be 

encouraged to offer their own perspectives and opinions on these issues as young people in classroom discussion sessions. 

Specific questions will be provided in each class, with the intention to provoke discussion and debate on the topics to gain an 

insight into young Japanese person’s perspectives and mindsets regarding how to meet challenges at the grassroots level. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction and outline of course.  

2. The Christchurch earthquakes and the local community I: Overview 

3. The Christchurch earthquakes and the local community II: The East-West divide 

4. The Christchurch earthquakes and the local community III: The Japanese connection. 

5. The Christchurch earthquakes and the local community IV: Connection with Tohoku: Different approaches 

6. Education initiatives in local communities in Nairobi I: Childhood Education 

7. Improving initiatives in local communities in Nairobi II: Childhood Education. Case Study: Korogocho Slum 

8. The issue of food security in Japan and local farming initiatives I: Overview 

9. The issue of food security in Japan and local farming initiatives II: Case study: Ogawamachi  

10. The issue of food security in Japan and local farming initiatives III: Case study Ogawamachi (Cont). 

11. The impact of tourism on local communities I: Overview 

12. The impact of tourism on local communities II: Case study Kyoto 

13. The impact of tourism on local communities III Case study Kawagoe 

14. Final Test and tie-up 

 

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

Required readings will be distributed in advance where required. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Participation (reaction papers)(30%)/Final report(30%)/Final test(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

Materials to be distributed in class. 

 

参考文献（Readings） 

Will be announced in class. 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

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(Niiza) 

(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） 
 

学期 

（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） 

日本語 

(Japanese) 

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。 

 

This course takes up a diverse range of dances in society, and cultivates students' ability to explore the meaning of dance 

which is one of human cultures by understanding dance theoretically and scientifically from various viewpoints. 

 

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」「教育の中の舞踊」

「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。 

 

This course touches on the background of cultures rooted in communities and of the dancers that appear in these comunities 

to deepen students' understanding of dance through related research. The dances to be taken up are "dance in our life", 

"dance in art",  "dance in education", and "dance in physical science", etc. In the classes, we will study dance while watching 

videos as appropriate. 

 

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. モダンダンスの発展 

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（レジュメ／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)） 
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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(Niiza) 

(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） 

日本語 

(Japanese) 

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。 

 

Through the lecture on various topics of psychology from the perspective of neuroscience, students should understand the 

connection between the psychological process and the central nervous system. 

 

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。 

 

After providing fundamental knowledge about brain structure and function, we will pick up several themes of psychological 

research frequently studied using methodology of brain science, and lecture on various findings to date with introducing specific 

experiments.  The aim is for students to acquire basic knowledge and to understand how modern brain science elucidates 

human mind. 

 

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） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/リアクションペーパーの内容(40%) 

【変更前】筆記試験(Written Exam)80%, 平常点(In-class Points)20% (コメントペーパーの内容 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)） 
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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） 
 

学期 

（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） 

日本語 

(Japanese) 

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。 

 

This course takes up a diverse range of dances in society, and cultivates students' ability to explore the meaning of dance 

which is one of human cultures by understanding dance theoretically and scientifically from various viewpoints. 

 

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」「教育の中の舞踊」

「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。 

 

This course touches on the background of cultures rooted in communities and of the dancers that appear in these comunities 

to deepen students' understanding of dance through related research. The dances to be taken up are "dance in our life", 

"dance in art",  "dance in education", and "dance in physical science", etc. In the classes, we will study dance while watching 

videos as appropriate. 

 

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. モダンダンスの発展 

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）で観る機会をもち、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（レジュメ／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)） 
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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） 

日本語 

(Japanese) 

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。 

 

Through the lecture on various topics of psychology from the perspective of neuroscience, students should understand the 

connection between the psychological process and the central nervous system. 

 

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。 

 

After providing fundamental knowledge about brain structure and function, we will pick up several themes of psychological 

research frequently studied using methodology of brain science, and lecture on various findings to date with introducing specific 

experiments.  The aim is for students to acquire basic knowledge and to understand how modern brain science elucidates 

human mind. 

 

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） 

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

【変更前】筆記試験(Written Exam)80%, 平常点(In-class Points)20% (コメントペーパーの内容 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)） 
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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(Niiza) 

(World of Mathematics) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
初等整数論 

担当者名 

（Instructor） 
佐藤 信哉(SATO NOBUYA) 

学期 

（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） 

整数の基本的な性質を身につけて，日常生活への活用を学ぶ． 

 

Students will learn the basic properties of integers and learn how to use them in everyday life. 

 

授業の内容（Course Contents） 

整数は身近な数でありながら，様々な性質を持ち，現在でも，いくつもの側面から研究が進められている数学的な対象である．こ

の授業では，整数の割り算とその余りに注目して，素数の持ついくつかの性質について解説する．応用として，インターネット社会

に不可欠な暗号技術の基本原理を紹介する． 

 

Integers are familiar numbers, have various properties, and are mathematical objects that are being studied from several 

aspects even today. In this course, we will focus on integer division and remainders, and explain some of the properties of prime 

numbers. As an application, we will introduce the basic principles of cryptographic technology that is essential in the internet 

society. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 整数の基本性質(復習) 

2. ピタゴラスの定理とピタゴラス数 

3. フェルマーの最終定理 

4. ユークリッドの互除法と 1 次不定 

方程式の解法 

5. 素因数分解 

6. 合同式 

7. 合同式とフェルマーの小定理 

8. 合同式とオイラーの公式 

9. オイラーのファイ関数と中国の剰余定理 

10. 素数を数える 

11. メルセンヌ素数と完全数 

12. べき乗の計算 

13. べき乗根の計算 

14. べき乗，べき乗根，RSA暗号 

 

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

授業中に指示する． 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(40%)/レポート(30%)/出席とコメントペーパーの内容(30%) 

【変更前】筆記試験(Written Exam)45%, 平常点(In-class Points)55% (レポート 30%出席とコメントペーパーの内容,25%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. ジョセフ H. シルヴァーマン、2014、『はじめての数論 原著第 3 版』、丸善出版 (ISBN:978-4621066201) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 



 

 - 721 - 

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(Niiza) 

(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。 

 

The aim of the course is for students to deepen their understanding of the view of the universe that modern science has 

unraveled, and to cultivate an eye for looking at things that are important on a global scale in the globalizing world. 

 

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。 

 

Modern space science has observed the whole electromagnetic wave region from radio waves to gamma rays, and our 

understanding of the structure and evolution of the universe has advanced. In this course, based on the latest observation 

results, we will study the modern astronomical view of the universe, that is, the birth and evolution of the earth, solar system, 

stars, galaxies, and clusters of galaxies, and the origin of the universe. 

 

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） 

授業内レポート（5％×10 回）(50%)/授業内テスト（10％×5 回）(50%) 

【変更前】筆記試験(Written Exam)80%, 平常点(In-class Points)20% (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)） 
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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(Niiza) 

(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 

 

Students will learn the basics of how life works and understand life phenomena more deeply 

 

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、さまざま環境に生きる微生物研究やタ

ンパク質工学研究などを紹介し、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。  

 

The various living things on the earth also have a common "mechanism of life." First, we will outline DNA that controls 

inheritance and that forms the basis of life, and the basic mechanisms of proteins that create life phenomena, while taking up 

familiar cases. Furthermore, we introduce research on microbes that live in various environments and protein engineering 

research as applied contents, and consider the evolution of life, its diversity, and the relation between life science technology 

and society. We will mainly use PowerPoint to give lectures with graphics and videos.  

 

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. 遺伝子：タンパク質の設計図 

5. 遺伝子の集合体：ゲノム 

6. 生物の機能を生み出すタンパク質１ 

7. 生物の機能を生み出すタンパク質２ 

8. 酵素と代謝 

9. 生命の起源と進化 

10. 温度とタンパク質 

11. タンパク質の変性が引き起こす病 

12. 生命科学：応用技術の紹介１ 

13. 生命科学：応用技術の紹介２ 

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） 

小テスト（2 回）(30%)/最終テスト(30%)/リアクションペーパー(40%) 

【変更前】筆記試験(Written Exam)60%, 平常点(In-class Points)40% (出席兼コメントカードの内容 40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特に使用しません。レジュメを毎回配布します。 

 

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) 

講義中に補足します。 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業は、パワーポイントを用いた講義形式を中心としますが、理解を深めるための実習を 1 回程度行う予定です。また、レジュメ

に色を塗ることがありますので、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、講義内容

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(Niiza) 

(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。 

 

Students will understand and consider how knowledge and technology of life sciences interact with and affect modern society. 

 

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。 

 

Students will gain a broad understanding of life sciences from the individual level to the cellular level. They will then know how 

knowledge and technology of life science contributes to our society and think about what we can do in the future. The course 

will be structured so that students who do not have enough fundamental knowledge with the field of life sciences can easily 

understand, and we will touch upon the latest life science phenomena. 

 

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） 

出席および質問・感想等（リアクションペーパー的内容）(50%)/講義毎の課題レポート(50%) 

【変更前】筆記試験(Written Exam)90%, 平常点(In-class Points)10% (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)） 
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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(Niiza) 

(Science of Matter) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
私たちの世界を構成する物質 

担当者名 

（Instructor） 
木村 直樹（KIMURA 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） 
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） 

私たちの住む世界(宇宙・地球・人工物)を構成する物質をミクロな視点から紐解きます。 

最終的に世界を構築する物質の構造を理解し、自然現象や文明技術の仕組みを考える力を養うことを目標とします。 

 

Read about the physical matters that comprise the world we live in (space, earth, artificial matters) from a micro perspective.  

The course aims to ultimately understand the structure of physical matters that comprise the world, and acquire the ability to 

think about natural phenomenon and framework of cultural technology. 

 

授業の内容（Course Contents） 

『未知な事象に興味を持つ心』（好奇心）は科学技術を発展させるために必要な原動力です。 

本講義のテーマでもある『私たちの世界を構成する物質』は人類にとって最も根源的かつ重要な問いと言え、古くから科学者の好

奇心を駆り立ててきました。 

先人の努力の結果、現代では既に多くの謎が解かれています。 

本講義では、この根源的な問いに関して人類が解き明かしてきた解釈を、時には最新の研究を紹介しながら解説します。 

理科系科目(物理・化学・地学・生物)の既習の有無は問いません。 

 

Interest in unknown phenomenon (curiosity) is the driver necessary for development of science and technology.  

 

“Physical matters that comprise our world,” the theme of this course, is arguably the most fundamental and significant question 

for the mankind, fanning the curiosity of scientists for a very long time.  

 

As a result of efforts by our forebearers, many mysteries have already been solved.  

 

In this course, interpretations given to this fundamental question by humanity will be explained, with introduction of some latest 

research.  

 

Science subjects (physics, chemistry, geoscience, biology) are not prerequisites. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション～学問体系と科学技術 

2. 物質の階層～素粒子から固体まで 

3. 元素と周期表 

4. 宇宙の歴史と元素合成 

5. 光子・電磁波 

6. 量子論と相対性理論 

7. 力・相互作用、熱・エネルギー 

8. 高温の世界 

9. 低温の世界 

10. 地球の科学～その成り立ちから温暖化まで 

11. 世界を紐解く実験～歴史と技術 

12. 世界を紐解く実験～最新技術 

13. 未解決問題・残された謎 

14. まとめ 

 

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

授業内容で興味を持ったことがあれば、独自に深く調べることをお勧めします。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 
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最終レポート(Final Report)(30%)/リアクションペーパー(70%) 

 

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(Niiza) 

(Chemistry of Familiar Materials) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
化学物質の機能としくみ、そして世の中との関わり 

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 

 

· Students will become able to understand the structure and nature of familiar substances 

· Students will become able to understand the nature of chemical substances from the chemical viewpoint based on their form 

(structure) 

· Students will become able to understand how chemistry as a discipline and modern society are related 

 

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。 

 

We will introduce the properties behind how various substances and chemical phenomena around us are used, how chemicals 

are pervading our lives, and what impact they have in society as topics in each lecture. 

 

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. 資源としての化学物質 

10. モルと化学反応 

11. 食品中の化学物質 

12. 金属錯体の機能と社会での利用 

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テス

トに欠席した場合も 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） 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

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(Niiza) 

(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、私たちが利用しているエネルギー，さらに

自然現象や環境問題の本質を理解するための化学 

担当者名 

（Instructor） 
釘田 強志(KUGITA TSUYOSHI) 

学期 

（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） 

我々の身の回りの物質、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を理解するための化学の基礎を

学び、それらを科学的に説明できるようになる。 

 

Students will learn the basics of chemistry in order to understand the materials around us, phenomena that are happening 

around us, environmental problems, and the energy that we use, and become able to explain these topics scientifically. 

 

授業の内容（Course Contents） 

空気，オゾン，二酸化炭素，エネルギー、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。 

 

Two lectures will be given each on air, ozone, carbon dioxide, energy, fossil fuels, water, nuclear energy, and alternative energy. 

We will explain the basic knowledge of chemistry related to each theme, and based on that, we will consider the future 

prospects and possibilities. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. はじめに，原子と分子  

2. 空気の組成 

空気中の微量な成分と有害性 

3. 大気中の汚染物質の種類 

4. オゾンとは 

光の種類と性質，紫外線と赤外線など 

5. 地球環境とオゾン層（オゾン層の形成と破壊のメカニズム） 

フロンガスと代替物質 

6. 地球温暖化 

二酸化炭素と赤外線 

7. 炭素の循環 

その他の温暖効果 

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 

地球環境と水 

12. 原子力と放射線 

13. 代替エネルギー 

14. 授業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） 

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。 

配布した資料はよく読み、理解が難しそうなところは関連するキーワードを検索しておくとよい。 

 

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（10%×5）(50%) 

各テーマごとにリアクションペーパーを課し、理解度の確認と学修成果の評価を行う。 

【変更前】筆記試験(Written Exam)50%, 平常点(In-class Points)50% (リアクションペーパー50%) 
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テキスト（Textbooks） 

テキストは使用しない。 

2 週に 1 回、各テーマごとに資料を配布する。 

 

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形式で，その資料も配布する。 

必要に応じ，動画やアニメーションを用いる。 

 

注意事項（Notice） 
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■FE008 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

行動の科学                       新座(Niiza) 

(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） 
オンデマンド授業 

 

授業の目標（Course Objectives） 

進化を正しく理解することを目指す。 

 

The aim of this course is to understand evolution properly. 

 

授業の内容（Course Contents） 

ヒトを含む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。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。ヒト以外の動物の話がほとんどなので、ヒトにしか興味がない場合には受講しないことを強

く推奨する。 

 

Animals including humans exhibit diverse behaviors, but what significance does that have? In this course, we will mainly focus on 

the evolutionary factors of animal behavior. It may be preferable for students to have junior high school science level knowledge 

since we will cover topics such as genetics, but special knowledge of biology is not required. It is very strongly recommended 

that students who are only interested in humans do not attend, as we will mostly cover non-human animals.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 進化とは何か？ダーウィン以前からダーウィンまで 

3. 進化とは何か？ 進化は「奇跡の 1 回」か 

4. 配偶システム 生き残るだけでは意味がない 

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（※受講しても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蜂生損していないのか 

8. 血縁選択と協力行動 血は水よりも濃い？ 

9. 非血縁個体間の協力行動 赤の他人を助けてどうする 

10. 道具使用 器用な動物たち 

11. 社会的認知 賢いのはヒトだけか 

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） 

リアクションペーパー(20%)/授業内レポート 5 回 （10％×4 回、40％×1 回）(80%) 

毎回、授業の感想や質問を書いてもらいます。<BR>【変更前】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)） 

【オンデマンド授業  配信スケジュール】 
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1 回目 9 月 24 日 

2 回目 10 月 1 日 

3 回目 10 月 8 日 

4 回目 10 月 15 日 

5 回目 10 月 22 日 

6 回目 10 月 29 日 

7 回目 11 月 12 日 

8 回目 11 月 19 日 

9 回目 11 月 26 日 

10 回目 12 月 3 日 

11 回目 12 月 10 日 

12 回目 12 月 17 日 

13 回目 1 月 7 日 

14 回目 1 月 14 日 

 

本授業はオンデマンド配信となりますが、各回の課題提出の締め切りは配信後 6 日以内（配信回によって異なる）となりますので

くれぐれもご注意ください。 

 

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(Niiza) 

(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。 

 

Students will understand the complexity and diversity of the present organisms on earth from the perspective that they are 

historical entities that evolved from a single type of organism about four billion years ago. 

 

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。 

 

Life has adapted to the earth's environment, and has also created the earth's environment. I will explain the history of this co-

evolution of life and the earth from various angles (fossils, living creatures, planetary science, etc.), including the methodology of 

why we understand such things. In addition, it is important to understand that the history of life has been greatly influenced by 

accidental events (such as the collision of meteorites). Lectures will be given using the whiteboard, and we will also use 

PowerPoint. At the end of each lecture, we will conduct a simple quiz where students will be able to refer to their notes, and 

the submission of the quiz will count as attendance. 

 

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） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/授業内レポート(40%) 

【変更前】筆記試験(Written Exam)60%, 平常点(In-class Points)40% (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） 
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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) 

6. 更科功、2019、『残酷な進化論』、NHK 出版 (ISBN:978-4-14-088604-5) 

7. 更科功、2019、『若い読者に贈る美しい生物学講義』、ダイヤモンド社 (ISBN:978-4-478-10830-7) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

ブルーバックス：更科功の「一番簡単な進化の講義」https://gendai.ismedia.jp/list/series/shinkanokogi 

 

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(Niiza) 

(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。 

 

We will trace the spread of homo sapiens after leaving Africa, the birthplace of humanity, and overview the question "Where did 

I come from?" 

 

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。 

 

We will trace the history of the birth of humans and their spread, and eventually formation of races and migration to the 

Japanese archipelago. In particular, we will examine the roots of Japanese people from multiple angles and present various 

pieces of scientific data on biological diversity. 

 

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） 

リアクションペーパー(100%) 

2020.5.5 付変更【変更前】筆記試験 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)） 
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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(Niiza) 

(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過去と現在を理解し，より健全な地球を未来へ渡すことを

考える． 

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情報や昨今の国内外での動きを理解し，「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。  

 

We have a duty to hand over the earth that we inherited from the past to the future in a healthy state. On the other hand, the 

present age is a time of catastrophic changes such as population explosion and global warming and accompanying changes in 

the environment, and in our modern society there are few opportunities to interact with nature and understand the earth. 

Therefore, in this course, we will aim to understand basic information on these topics and recent trends in Japan and abroad, 

and to find ways to think about the question "How should we live in the future?"  

 

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。 

 

In the first half of the course, we will learn the basics of the scales (time and space scales) necessary for understanding the 

global environment and the natural cycles found on the surface of the earth. 

In the second half, we will learn about global environmental problems and will actually consider the future of society and our own 

code of conduct including those results.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 当科目の受講ガイダンスと導入 

地球史年表をつかった地球の時間的広がりを理解する．  

2. 地球の歴史 １ - 億年～数千万年スケールの固体地球・気候・環境の変化 

3. 地球の歴史 ２ - 数百万年～数十万年スケールの固体地球・気候・環境の変化 

4. 地球の歴史 ３ - 数万年～数千年スケールの固体地球・気候・環境の変化 

5. 地球の歴史 ４ - 数百年～数十年スケールの固体地球・気候・環境の変化 

6. 大学周辺に見られる地球の歴史 

7. 気象・気候に関する特異なイベントと災害 

8. 気候変動に関する国際的な動き １ - 20 世紀後半 

9. 気候変動に関する国際的な動き ２ - 最近数年間の変化 

10. 気候変動・環境問題に関する研究と教育の事例 

11. 急激な気候変動に対する対応 １ （各自の課題発見） 

12. 急激な気候変動に対する対応 ２ （調査結果の成果発表と議論） 

13. 急激な気候変動に対する対応 ３ （調査結果の成果発表と議論） 

14. まとめ．理解度調査． 

 

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%)/授業中のコメント，リアクションペーパーの記述内容(60%) 

 

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)） 

・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） 

本科目は、担当教員の実務経験、または実務に従事するゲスト・スピーカーの招聘講義等を活かした授業である。 
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■FE012 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

情報科学Ａ                       新座(Niiza) 

(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脅威の関係 

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） 

情報の処理方法や機器の構成，原理とセキュリティ脅威の関係について理解し，安全な活用のために留意すべき点について考

える。 

 

Students will learn about security threats by learning about information processing, device structures, and principles, and think 

about the points that should be kept in mind for safe use. 

 

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がもたらした問題点，セキュリティ対策によって生じる脅威についても説明することで，安全性と利

用範囲について判断するためのポイントを理解する。 

 

By studying the structure of information devices and data processing and storage methods, we will consider why vulnerabilities 

and problems caused by the hardware structure of computers arise. 

In addition, students will come to understand the key points for judging safety and range of use from an explanation of the 

problems that arise from improvements in convenience such as portability and the threats caused by security measures. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. セキュリティの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熱発生の関係および動作への影響 

3. 主記憶装置１/ 装置の役割と処理能力向上との関係 

4. 主記憶装置２/ SRAM と DRAMの役割 

5. 補助記憶装置１/ ハードディスクの仕組みと読み出しエラー 

6. 補助記憶装置２/ フラッシュメモリの仕組みと読み出しエラー 

7. 補助記憶装置３/ 光ディスクの仕組みと読み出しエラー 

8. 補助記憶装置まとめ/ 各媒体の長所・短所に応じた利用場面 

9. OSのファイル管理１/ ファイル管理システムとデータの残存 

10. OSのファイル管理２/ 削除ファイルの復元と漏洩防止に求められるデータ消去ランク 

11. OSのファイル管理３/ファイルの完全消去方式と媒体の廃棄 

12. 装置の認証１/ 生体認証およびパスワード、暗号利用の利点と問題点 

13. 装置の認証２/ パスワードクラッキングへの対処と二段階認証 

14. セキュリティ対応が生むリスク 

 

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） 

レポート試験(Report Exam)(100%) 

【変更前】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)） 
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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(Niiza) 

(Information Science B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
ウェブサイト利用履歴の個人情報化と脆弱性につながるインターネットの仕組み 

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，インターネット通信の処理方法と脆弱性、ウェブサイトの行動履歴情報利用に関する社会的動向などについて

学ぶことで，個人のリテラシーを超えて生じるインターネットの諸問題と，利用について留意すべき点を選択・判断するポイントを

理解する。 

 

Students will learn the basic concepts of information, communication processing methods and vulnerabilities, and social trends 

in information usage, etc., and understand the key points to select and judge the various problems of the internet that arise 

beyond individual literacy and points to be noted about usage. 

 

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。また近年では複数のウェブサイト

を通じて収集された行動履歴の情報が統合・分析・反映されるようになったことで利便性が増す一方，情報運用に関する問題や

プライバシー侵害などが取り沙汰されるようにもなり，法整備が進められている。 

このような問題が何に由来しなぜ問題となるのか，またどのような対応が可能なのかを理解するため以下の 2 点について説明す

る。 

（１）ウェブサイト側の「行動履歴」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，また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。 

 

The internet is a "system with good intentions" and is therefore characterized by being vulnerable to malicious attacks. In 

recent years, while collecting and using information via the internet brings convenience to users, privacy issues and the like are 

widely discussed. 

The following two points will be explained to allow students to understand what causes such problems, what becomes a 

problem, and how they can be dealt with. 

(1) Use of "website access history" on the site side 

A network consists of data transmission and reception by both the user and the information provider. We will consider how 

information is collected and used after understanding that the information on the user side is also necessary for communication 

itself and for convenience, and also consider the problems that arise. 

(2) Internet mechanisms and attacks 

After understanding the mechanisms of the internet and the necessity of communication procedures, and learning about the 

problems that arise from it and the methods of unauthorized use and attacks that exploit them, we will consider how to prevent 

unauthorized use and how to deal with unauthorized use that cannot be prevented. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ウェブサイトでの行動履歴利用１ 

コンピュータ・ネットワークの目的と通信によってウェブサイトに伝わる情報 

2. ウェブサイトでの行動履歴利用２ 

機器識別に利用される２つのアドレス/ MAC アドレスと IPアドレス 

3. ウェブサイトでの行動履歴利用３ 

アドレスの割り当て方法/ ウェブサイト側がアドレスで判別可能な情報の範囲 

4. ウェブサイトでの行動履歴利用４ 

行動履歴/ セッション管理と cookieによるユーザーの行動履歴統合と必要性 

5. ウェブサイトでの行動履歴利用５ 

情報統合の利用例/ 情報検索の仕組みとパーソナライズ 

6. ウェブサイトでの行動履歴利用６ 
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サードパーティ cookie と収集範囲の広がり/ ウェブサイトを超えた情報統合とビッグデータ，AI 

7. ウェブサイトでの行動履歴利用７ 

情報統合による情報精度の向上/ 個人情報化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/ パケット交換方式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 

パケット転送と集線装置/ スイッチ、アクセスポイントの転送方法と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 

エラー保証/ 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 

エラー保証を利用した端末への攻撃準備/ 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 bot化およびマルウェア 

14. インターネットの仕組みと攻撃７ 

転送や送信先指定、セッション等を利用したパケットへの攻撃/盗聴とパケット誘導、中間者攻撃 

 

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

配布資料の内容を確認し，日常でのインターネット利用経験をふまえて実際に生じた問題との関係や疑問点を整理しておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(100%) 

【変更前】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） 

 

 

  



 

 - 746 - 

■FE015 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自然環境の保全                     新座(Niiza) 

(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。 

 

Students will study how to manage the natural environment and wildlife crisis considering ecosystem functions and values as a 

legacy to be left for the future. 

 

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。 

 

Large-scale development and urbanization have resulted in the loss of rich nature, such as forests and rivers, especially in 

developing countries, and the cultures of local communities are also declining. Japan is no exception. We will explore how people 

should act to preserve natural heritage and cultural diversity. 

 

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. 原料と生物多様性保全-食の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. 自然環境とエコツーリズム-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） 

本科目は、担当教員の国内外フィールド調査研究や保全活動の実務経験を活かした授業である。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度(20%)/授業態度(20%)/出席兼レスポンス(50%)/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) 
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『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)） 

 

 

注意事項（Notice） 

本科目は、担当教員の実務経験、または実務に従事するゲスト・スピーカーの招聘講義等を活かした授業である。 
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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(Niiza) 

(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。 

 

Students will understand the current state of the global environment and recognize the problems facing humanity. Then, we will 

think about what we can and should do for the future. 

 

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に

ついても考察する。 

 

It has long been said that the global environment is in danger, but what exactly are the problems? What is the current status of 

the ecosystem including human beings? Students will learn about and deepen their understanding of the current status of the 

ecosystem and the issues to be solved. We will consider the future of the global environment, keeping in mind that our daily 

lives are closely related to the global environment. We will also discuss new movements and ideas for addressing environmental 

issues. 

 

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. 世界各国の今を示す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. 私たちの食事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） 

授業内レポート(35%)/授業内レポート(35%)/授業内レポート(30%) 

【変更前】筆記試験(Written Exam)60%, 平常点(In-class Points)40% (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。 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業はパワーポイントを利用した講義形式で行う。コメントペーパーについては提出した次の授業時にフィードバックを行う。 

 

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(Niiza) 

(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。 

 

People living in remote areas of mountain villages live a lifestyle of coexisting with nature. Students will learn the educational 

power embedded in these lifestyles and think about the relationship between nature and human beings that is required now. 

 

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、科目担当者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。 

 

Yasuoka-mura, Nagano Prefecture could be called a marginal municipality. The mountain village, which was cut off due to 

inefficiency and irrationality, is now at the forefront of creating a recycling-oriented community. Villagers cooperated with an 

environmental education NPO of outsiders and young people to introduce examples of creating a sustainable community (such 

as inviting children to study in mountain villages), and consider the way of human beings that coexist with nature. The person in 

charge of the course is the representative director of the above-mentioned environmental education NPO, which is actually 

active in Yasuoka-mura. 

 

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） 

課題レポート(40%)/毎回の授業後に提出のリアクションペーパー(60%) 

【変更前】筆記試験(Written Exam)60%, 平常点(In-class Points)40% (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 年 2420 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） 
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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・動画を使用したビジュアル中心の講義形式だが、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他、大人

数のアクティブラーニング型運営を行う授業もある。 

担当者所属 NPO のアドレス http://www.greenwood.or.jp 

 

 

注意事項（Notice） 

本科目は、担当教員の実務経験、または実務に従事するゲスト・スピーカーの招聘講義等を活かした授業である。 
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■FE018 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

脳と心                         新座(Niiza) 

(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。 

 

Through the lecture on various topics of psychology from the perspective of neuroscience, students should understand the 

connection between the psychological process and the central nervous system. 

 

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。 

 

After providing fundamental knowledge about brain structure and function, we will pick up several themes of psychological 

research frequently studied using methodology of brain science, and lecture on various findings to date with introducing specific 

experiments.  The aim is for students to acquire basic knowledge and to understand how modern brain science elucidates 

human mind. 

 

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） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/リアクションペーパーの内容(40%) 

【変更前】筆記試験(Written Exam)80%, 平常点(In-class Points)20% (コメントペーパーの内容 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)） 
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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(Niiza) 

(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。身近な課題として日常的に具体的な議論ができ

る。これらが目標である。 

 

The student can understand the current status of life sciences and advanced medical technologies in line with individual health 

and medical demands called personalized medicine or precision medicine together with the scientific and social backgrounds. 

The student can consider the problems and future prospects. The student can routinely discuss specific issues as familiar 

issues. These are the goals. 

 

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

基礎知識を身に付け、自ら考え決めていくことができる素材の提供を目指したい。 

 

We will comment on the achievements of today's life sciences and advanced medical technologies that we often hear about in 

the media, etc. from the viewpoint of realization of the hope to improve individuals' physical health and diseases. We will aim to 

provide materials so that students can acquire basic knowledge according to their own interests and think on their own in 

various scenes from natural science principles to medical treatment, bioethics, and social welfare scenes. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 全体概要 

2. 不妊の原因と治療の実際 

3. 生殖医療技術の原理と問題点 

4. 再生医療の可能性 

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. 終末期医療・延命治療 

12. 脳死と臓器移植、植物状態 

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） 

毎回課題 2 題を出題、提出された解答を採点し合計して評価(100%) 

【変更前】筆記試験(Written Exam)70%, 平常点(In-class Points)30% (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） 
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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(Niiza) 

(Universities And Science Technology) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
現代社会人の教養として大学での学びを位置付け直す 

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） 

現代社会はすでに社会それ自体が科学技術に依存している。AI、自動運転、ロボティクス、再生医療等の実装により社会は科学

技術化の度合いを益々高めると予想されるが、より良い社会の実現のためには私たち一人一人が文・理の枠を超えて議論でき

るようになる必要があろう。 

そこで本授業では、受講者が科学技術と社会の将来を議論できるようになることを目的とし、科学技術の歴史的な変遷および科

学技術が社会に浸透するに至った経緯とその際の大学の役割を学ぶ。これらの知識の獲得を通じて、受講者は自身の大学での

学びを多角的に見つめなおし、今後の学び方や学びの活かし方を自ら描けるようになるだろう。 

 

Modern society is already dependent on science and technology. It’s assumed that society’s dependence on science and 

technology will increase with the inclusion of technology such as AI, robotics, automated driving systems, and regenerative 

medicine. But further discourse, by each and every one of us, is necessary to develop an even better society. 

The goal of this course is to give participants the knowledge and skills to discuss the future of science, technology and society. 

They will learn the development of science and technology, and the process of it becoming the basis of society throughout 

history, as well as the universities’ role in this matter. With this course, participants will be able to more deeply understand the 

significance of what they are learning in university as a whole, and create a vision for the application of their studies. 

 

授業の内容（Course Contents） 

受講者は、まず講義を通じた科学技術と大学に関する知識のインプットを行う。科学の歴史的な変遷。科学と科学技術の違い。

大学と科学技術はいつどのように登場し、どんな過程を経て現在の姿に至ったか等を学ぶことで、大学における学びの意味を問

い直す。講義は、講師との対話やスモールディスカッションを挟みながら、インタラクティブに進められる。 

講義終盤では、それまでに得た知識や視点を総動員し、科学技術と大学の将来についての調査・テーマ設定・討議・発表を、グ

ループワークを通じて行う。試験は行わないが、受講者には授業への積極的な参加が求められる。 

 

Participants will first learn basic knowledge of science, technology and universities; the change of science across history, the 

difference between science and techno-science, when and in what way universities and techno-science emerged, and how they 

developed into their current states. Through this, we reexamine the significance of what one is learning in university. The course 

will be interactive, based on discussion between the instructor and participants. 

When the course ends, participants will engage in group work such as research, choosing themes, discussion and presentation. 

There will be no exam, but active participation is required.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 古代から中世の科学・技術① 

3. 古代から中世の科学・技術② 

4. 大学の誕生① 

5. 大学の誕生② 

6. 近代科学の成立① 

7. 近代科学の成立② 

8. 科学技術の誕生① 

9. 科学技術の誕生② 

10. 現代における大学と科学技術① 

11. 現代における大学と科学技術② 

12. グループワーク① 

13. グループワーク② 

14. グループワーク③およびまとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 
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各回の予習と復習として、テキストの該当箇所および配布資料を読み込むこと。また、グループワークでは発表内容の調査・検

討・資料作成を行うため、授業時間外でメンバー同士のコミュニケーションが求められる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業参加度(50%)/グループワーク(30%)/レポート(20%) 

レポートは定期試験扱いではなく、授業中に回収する。また、レポートの課題図書としては、下記参考文献を予定している。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 2019、『アカデミア世界史』、浜島書店 (ISBN:978-4-8343-2026-8) 

 

参考文献（Readings） 

1. ジャレド・ダイヤモンド他著，吉成真由美インタビュー・編、2012、『知の逆転』、NHK 出版 (ISBN:978-4-14-088395-2) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

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(Niiza) 

(Chemistry and Society) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
エネルギー・食生活・環境と化学 

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。 

 

Chemistry, the science of understanding substances, has evolved together with the discovery or synthesis of various new 

substances. The goal is for students to reach a more developed understanding of how substances have affected people's lives 

and society, and the relationships between issues that modern society faces such as food, and substances. 

 

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，エネルギー・食糧・環境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。 

 

We will first learn the path that has led to the present age, while conscious of the development of civilization, regarding the 

substances that chemistry has targeted and their connections with society. We will take up issues such as energy, food, and the 

environment as issues facing modern society, and consider the relationships with substances from the viewpoint of natural 

sciences. 

 

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. ノーベル・エジソン・キュリー 

5. 医薬品 

6. 農薬 

7. 化学兵器 

8. 食品添加物 

9. 遺伝子組換 

10. 環境と物質 

11. 地球環境 

12. エネルギーと環境 

13. 核エネルギー利用(1): 核兵器開発 

14. 核エネルギー利用(2): 原子力発電 

 

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） 

レポート試験(Report Exam)(75%)/授業内レポート(25%) 

【変更前】筆記試験(Written Exam)75%, 平常点(In-class Points)25% (中間レポート 25%) 

 

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) 
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2. Lewis and Evans/藥袋・山本・若林訳、2010、『基礎コース化学』、東京化学同人 (ISBN:978-4-8079-0709-0) 

3. 藥袋佳孝・谷田貝文夫、2011、『今知りたい放射線と放射能―人体への影響と環境でのふるまい―』、オーム社 (ISBN:978-4-

274-21144-7) 

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） 
平面文様の対称性 

担当者名 

（Instructor） 
佐藤 信哉(SATO NOBUYA) 

学期 

（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） 

平面上に同じ図形を規則的に並べる方法について，数学の観点から学習する。 

 

Learn how to arrange the same figures regularly on a plane from a mathematical point of view. 

 

授業の内容（Course Contents） 

世の中には色々な文様がある。中でも，同じ図を平面上に繰り返し周期的に並べた文様は，対称性があるように感じ視覚的にも

見ても楽しい。このような対称性の背景には，「群」と呼ばれる数学的な対象が潜んでおり，群の言葉を使うことにより平面に繰り

返し現れる文様を分類することができる。また，平面の文様に限らず，群は様々な対称性を記述するのにも役に立つことが知ら

れている。これらについて，基本的な内容に限って，2 次正方行列の基本事項から解説していく。 

 

There are various patterns in the world. Above all, a pattern in which the same figure is repeatedly arranged on a plane 

periodically appears to be symmetrical and enjoyable visually as well. In the background of such symmetry lies a mathematical 

object called a "group", and by using the words of the group, it is possible to classify periodic patterns on a plane. It is also 

known that groups are useful not only for describing plane patterns but also for describing various symmetries. These will be 

explained from the basics of square matrices. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 平面ベクトル（１） 

3. 平面ベクトル（２） 

4. 行列（１） 

5. 行列（２） 

6. 写像 

7. 平面の線形変換 

8. 平面の合同変換（１） 

9. 平面の合同変換（２） 

10. 群 

11. 平面文様の分類（１） 

12. 平面文様の分類（２） 

13. 平面文様の分類（３） 

14. 平面文様の分類（４） 

 

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

高等学校教科書の「平面のベクトル」の内容について復習しておくこと。また，毎回の講義内容を復習すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席とコメントペーパーの内容(30%)/レポート(30%)/小テスト(40%) 

2020 年 6 月 8 日付変更【変更前②】レポ―ト試験 45％，平常点 55％（出席とコメントペーパーの内容 30%,レポート 25%）【変更前

①】筆記試験(Written Exam)45%, 平常点(In-class Points)55% (出席とコメントペーパーの内容 30%,レポート 25%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 川﨑 徹郎、2014、『文様の幾何学』、牧野書店 (ISBN:978-4434199042) 

 

参考文献（Readings） 

1. M.A. アームストロング、2012、『対称性からの群論入門』、丸善出版 (ISBN:978-4621061626) 

2. 河野 俊丈、2015、『結晶群』、共立出版 (ISBN:978-4320111806) 
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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） 
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） 
オンデマンド授業 

 

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。 

 

Students will come to understand the basic concepts of probability and statistics and acquire basic knowledge for utilization. 

 

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。 

 

Probability and statistics are concepts that we meet everyday and are often applied to actual social life. On the other hand, 

they may be misused as they are understood only vaguely. In this course, we will teach the correct way of thinking about 

probability and statistics and teach the basic application methods. The course assumes that you have basic knowledge about 

mathematics to senior high school education level. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 集合の基礎 

2. 確率の考え方 

3. 期待値：平均、分散の定義 

4. 条件付確率：互いに独立という概念 

5. 確率分布の意味：代表的な確率の概観 

6. 二項分布：確率の基本 

7. 幾何分布、超幾何分布 

8. Poisson 分布、負の二項分布 

9. 正規分布、指数分布 

10. その他の確率分布 

11. 統計の考え方：中心極限定理 

12. 標本：平均、分散 

13. 推定：正規分布、t 分布に基づく考察 

14. 検定：正規分布、t 分布に基づく考察 

 

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かなければならない。そのためには授業後の

復習と授業前の予習が重要となる。 

 

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） 

1. 小針晛宏、1973、『確率・統計入門』、岩波書店 (ISBN:9784000051576) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

【オンデマンド配信スケジュール】 

第１回  ９月２１日（月） 

第２回  ９月２８日（月） 
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第３回  １０月５日（月） 

第４回  １０月１２日（月） 

第５回  １０月１９日（月） 

第６回  １０月２６日（月） 

第７回  １１月９日（月） 

第８回  １１月１６日（月） 

第９回  １１月２３日（月） 

第１０回 １１月３０日（月） 

第１１回 １２月７日（月） 

第１２回 １２月１４日（月） 

第１３回 １２月２１日（月） 

第１４回 １月１８日（月） 

 

【変更前】板書の講義形式で行うが、履修者の理解を助けるため演習も交える。 

 

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） 
数学は理系の学問なのだろうか 

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） 

数学は理系の学問といわれるが、自然科学とは大きく異なる学問的性質を持つ。数式や図形の性質の考察が数学というわけで

はない。数学の歴史を振り返ることにより、数学という学問の本質を考えていく。 

 

Although mathematics is essential for natural sciences, this subject has different properties from them. In addition to 

calculation and consideration about the properties of figures, mathematics has some aspect. This course discusses the nature 

of mathematics noting its history.  

 

授業の内容（Course Contents） 

古代から、今日の研究・教育体制がほぼ確立した 19 世紀までの数学の歴史を、数学の教育、数学が使われた場面、数学に対

する考え方といった観点から見ていく。  

【変更前】古代ギリシアから、今日の研究・教育体制がほぼ確立した 19 世紀までの数学の歴史を、数学の教育、数学が使われ

た場面、数学に対する考え方といった観点から見ていく。 

 

This course surveys the historical development of mathematics from ancient times to the 19th century where modern research 

and teaching systems were established. The historical developments of mathematical education, situations of realizing the utility 

of mathematics and mathematical thoughts are discussed.   

【Before Change】This course surveys the historical development of mathematics from ancient Greek to the 19th century where 

modern research and teaching systems were established. The historical developments of mathematical education, situations of 

realizing the utility of mathematics and mathematical thoughts are discussed.   

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 図形も扱うのに、なぜ「数」学なのだろうか 

2. プラトンの教え、「よき人になるための数学」 

3. 聖書に次ぐベストセラー：ユークリッド『原論』 

4. 『原論』を学んだ人々 

5. 中世：大学での数学、商人と職人の数学 

6. レオナルド・ダ・ヴィンチの『絵画論』と数学 

7. ガリレオの言葉「自然という書物と数学」をめぐって 

8. デカルトの数学観と数学的成果 

9. フランス革命を招いたデカルトとニュートン 

10. 『百科全書』のなかの数学 

11. 数学ができる知的な女性：18 世紀英国の数学観 

12. 19 世紀：理工科大学校の数学・哲学部の数学 

13. 日本人の数学観と和算 

14. まとめ：数学は理系なのだろうか？ 

 

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

必要に応じて、高校で習った程度の世界史を復習すること。また、授業中の指示に基づいて、その回の授業内容の理解を深める

ような形での復習を必ず行うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/授業内レポート(40%) 

すべての課題が期日までに提出してあることを単位取得の必要条件とする。 

【変更前】筆記試験(Written Exam)70%, 平常点(In-class Points)30% (授業中に課した課題 30%) 

 

テキスト（Textbooks） 
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特に指定しない。 

 

参考文献（Readings） 

1. 吉田洋一著、『零の発見』、岩波新書赤版 

授業の進度にあわせて紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

課題や注意事項、必要な資料は Blackboard に載せるので、担当者が指定した日にちまでに必ず確認すること。 

 

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） 
宇宙とは何か、何が分かってきたのか。宇宙における地球の存在は？ 

担当者名 

（Instructor） 
亀田 真吾(KAMEDA SHINGO) 

学期 

（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） 

宇宙とは何か？宇宙の起源と歴史、銀河系・太陽系の歴史・進化を概観する。最先端技術によって得られた最新の宇宙像に触

れ，宇宙に対する理解を深めつつ、その中にある地球の存在について考える。 

 

What is the universe? We will provide an overview of the origin and history of the universe and the history and evolution of the 

galaxy and the solar system. We will touch upon the latest space images obtained from the state-of-the-art technology, deepen 

students' understanding of the universe, and think about the existence of the earth within the universe. 

 

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，それぞれの天体やそこで起きている現

象について解説する。また、2018 年に 6 月に小惑星に到着したはやぶさ２や 2018 年 10 月に打ち上げられた水星探査機みおに

ついて、開発を担当した講師自身の体験を織り交ぜつつ紹介する。また、近年になり太陽系の外に地球型惑星が数多く発見され

ており、それに対して人類が何をするべきか、議論する。 

 

We will outline the large-scale structures of the planets of the solar system, the galaxy, and the universe based on the latest 

observational results, and explain each celestial body and the phenomena occurring there. In addition, we will introduce the 

experience of the instructor who was responsible for development for Hayabusa 2 which arrived on an asteroid in June 2018 

and the Mercury explorer Mio launched in October 2018. Also, in recent years many earth-like planets have been discovered 

outside the solar system, and we will discuss what humanity should do about this fact. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 宇宙の全体像 

2. 太陽と地球 

3. 太陽系地球型惑星 1 

4. 太陽系地球型惑星 2 

5. 太陽系地球型惑星 3 

6. 太陽系ガス惑星１ 

7. 太陽系ガス惑星 2 

8. 準惑星・小惑星 1 

9. 小惑星 2・彗星 

10. 衛星・リング 

11. 太陽系概観 

12. 太陽系形成 

13. 太陽系外惑星 

14. 宇宙にある地球 

 

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

各回の授業時に出される指示に従って予習・復習を行うこと。BlackBoardで連絡する場合もあるので、必ず確認すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

複数回の授業内課題・毎回のリアクションペーパー(65%)/レポート(35%) 

【変更前】筆記試験(Written Exam)50%, 平常点(In-class Points)50% (リアクションペーパー（13 回）50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特に指定しない。 

 

参考文献（Readings） 

1. 宮本英昭他、2008、『惑星地質学』、東京大学出版会 (ISBN:978-4130627139) 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

私語など、他の受講者への迷惑行為が認められた場合は、退席。 

 

授業に関する連絡事項は Blackboard を通して周知するので，毎週，確認すること。 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 

 - 768 - 

■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） 
オーロラはどうして光るか？ 

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） 

太陽が惑星に対して与えている影響を様々な観点から理解する 

 

Students will understand the impact of the sun on the planets from various perspectives 

 

授業の内容（Course Contents） 

太陽は惑星に対して電磁的エネルギーを供給しているが、その他にも太陽風という超高温の気体を放出しており、それが磁場を

持つ惑星（水星、地球、木星、土星など）と磁場を持たない惑星（金星、火星、月、彗星、小惑星など）とプラズマを通じて相互作用

している。その結果、磁場を持つ惑星では美しいオーロラ現象が見られたりする。授業では、何故そのような相互作用が起こるか

を初学者にも理解出来るように解説する。授業の中でコメントカードの記入、および解答の時間を多く取り、理解を増進する。 

 

The sun supplies electromagnetic energy to the planets and also emits ultra-high-temperature gases such as the solar wind, 

which interacts with both the planets that have a magnetic field (Mercury, Earth, Jupiter, Saturn, etc.) and the planets and 

objects that do not have one (Venus, Mars, Moon, Comets, Asteroids, etc.). As a result, beautiful aurora phenomena can be 

seen on the planets with magnetic fields. In this course, we will explain in a manner that beginners can also understand why 

such interaction occurs. Students will fill in comment cards in class and we will take plenty of time to answer them to improve 

understanding. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 太陽とは 

3. 太陽から噴き出すプラズマの風 

4. 失敗とは 

5. 太陽と磁場を持つ惑星の相互作用 

6. オーロラ 

7. 地球の磁気圏 

8. プラズマの観測 

9. 金星大気の観測 

10. 太陽風と磁場を持たない惑星や彗星の相互作用 

11. 外惑星の磁気圏 

12. 系外惑星の探査 

13. 復習 

14. 試験 

 

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

授業で使うスライドを HPで公開するのでそれを学んでくること 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(40%)/中間レポート１(30%)/中間レポート２(30%) 

三つの合計で６０点以上の者に単位を与える 【変更前】最終テスト(Final Test)(40%) 、出席点(30%) 、中間レポート(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 上出洋介、2002、『オーロラの秘密』、偕成社 (ISBN:978-4-03-634690-5) 

2. 阿部豊、2015、『生命の星の条件を探る』、文藝春秋 (ISBN:978-4-16-390322-4) 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業のレジメを PDFにして HP で（部分）公開する 

 

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、無自覚な低栄養が広がってい

る。栄養素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。 

 

It has long been said that we are living in the "Age of Gluttony." The importance of nutrition, which is the source of life, is 

overshadowed, and unconsciousness and malnutrition are spreading. By studying life sciences through nutrients, we cultivate a 

"scientific eye" and "sustainable curiosity" for ourselves as living beings. 

 

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、医療などの必須事項が科学的に理

解できるように進めていく。 

 

Life science is a discipline that includes food, health, beauty, and medical care, etc. Students will learn the basics of individual 

nutrients and explain how nutrients are involved in the formation and function of cells, tissues, organs, and individuals. The 

themes to be taken up will only be those directly linked to daily life and one's future self, and we will advance the course such 

that students can understand the essential items such as food, health, beauty and medical care scientifically without 

background knowledge of nutrients or life science. 

 

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 ： タンパク質が栄養の主役 

3. 脂質 ： 必須脂肪酸もコレステロールも大切な油 

4. 糖質 ： 糖質制限を正しく理解して糖質を味方にしよう 

5. 筋肉 ： 筋肉は命の源 

6. 代謝 ： ダイエットを科学する 

7. 血液 ： めまい・立ちくらみが貧血ではない！ 貧血を甘く見てはいけない 

8. 皮膚 ： 外側からベタベタ塗ってもダメ！ 美肌は内側から作られる 

9. 食物繊維 ： 腸内細菌とヒトの不思議な関係 

10. 感染症とアレルギー ： 性感染症と免疫、免疫の暴走  

11. 遺伝子 ： 遺伝子から物事を眺めると見えなかったものが見えてくる 

12. がん ： 生涯罹患率 50％の病を知ろう 

13. 生殖と遺伝 ： 日本の妊娠・出産が危ない！ 日本人は絶滅危惧種？ 

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） 

レポート試験(Report Exam)(100%) 

【変更前】筆記試験(Written Exam)50%, 平常点(In-class Points)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 
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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、無自覚な低栄養が広がってい

る。栄養素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。 

 

It has long been said that we are living in the "Age of Gluttony." The importance of nutrition, which is the source of life, is 

overshadowed, and unconsciousness and malnutrition are spreading. By studying life sciences through nutrients, we cultivate a 

"scientific eye" and "sustainable curiosity" for ourselves as living beings. 

 

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、医療などの必須事項が科学的に理

解できるように進めていく。 

 

Life science is a discipline that includes food, health, beauty, and medical care, etc. Students will learn the basics of individual 

nutrients and explain how nutrients are involved in the formation and function of cells, tissues, organs, and individuals. The 

themes to be taken up will only be those directly linked to daily life and one's future self, and we will advance the course such 

that students can understand the essential items such as food, health, beauty and medical care scientifically without 

background knowledge of nutrients or life science. 

 

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 ： タンパク質が栄養の主役 

3. 脂質 ： 必須脂肪酸もコレステロールも大切な油 

4. 糖質 ： 糖質制限を正しく理解して糖質を味方にしよう 

5. 筋肉 ： 筋肉は命の源 

6. 代謝 ： ダイエットを科学する 

7. 血液 ： めまい・立ちくらみが貧血ではない！ 貧血を甘く見てはいけない 

8. 皮膚 ： 外側からベタベタ塗ってもダメ！ 美肌は内側から作られる 

9. 食物繊維 ： 腸内細菌とヒトの不思議な関係 

10. 感染症とアレルギー ： 性感染症と免疫、免疫の暴走  

11. 遺伝子 ： 遺伝子から物事を眺めると見えなかったものが見えてくる 

12. がん ： 生涯罹患率 50％の病を知ろう 

13. 生殖と遺伝 ： 日本の妊娠・出産が危ない！ 日本人は絶滅危惧種？ 

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） 

レポート試験(Report Exam)(100%) 

【変更前】筆記試験(Written Exam)50%, 平常点(In-class Points)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 
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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。 

 

Students will understand the developmental mechanism of multicellular animals starting from "cells" which are the basic units 

of life. 

 

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。 

 

A multicellular animal's body is made up of a society of cells with various roles. Each cell originates from one cell called a 

fertilized egg and develops through the repetition of cell division and differentiation. In this course, we will explain how 

multicellular animals with complex structures and functions are born and overview the process of the birth of life from the two 

viewpoints of "generation" and "evolution." 

 

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. 細胞の分化 

6. 遺伝子の発現 

7. 細胞の接着と運動 

8. 多細胞動物の設計 

9. 手足の作り方 

10. 組織の再生 

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） 

出席と質疑(30%)/授業内の小テスト（4％x1 回＋6％x11 回）(70%) 

【変更前】筆記試験(Written Exam)70%, 平常点(In-class Points)30% (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)） 
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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。 

 

Students will understand and consider how knowledge and technology of life sciences interact with and affect modern society. 

 

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。 

 

Students will gain a broad understanding of life sciences from the individual level to the cellular level. They will then know how 

knowledge and technology of life science contributes to our society and think about what we can do in the future. The course 

will be structured so that students who do not have enough fundamental knowledge with the field of life sciences can easily 

understand, and we will touch upon the latest life science phenomena. 

 

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） 

出席および質問・感想等（リアクションペーパー的内容）(40%)/複数回の課題レポート(60%) 

【変更前】筆記試験(Written Exam)90%, 平常点(In-class Points)10% (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)） 
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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） 
時間は本当に流れているのか？ー時間と空間の科学ー 

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。 

 

We believe that we live in a world where time flows from the past to the future in a three-dimensional space of length, width, 

and height. But, is that really true? In this course, we will aim to connect these ideas to cutting edge science by asking 

questions scientifically from many angles. 

 

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。 

 

Most of the basic knowledge of our worldview has been obtained scientifically. For example, why do we think that space is three 

dimensional? Why do we think that time flows? In this course, we will introduce the scientific basis that supports such a basic 

view of the world and the forefront of modern science that continues to doubt it. In particular, we will consider the usual view of 

life that you are only alive in one moment during the continuous flow of time. In the course, students will discuss among 

themselves and confirm and become able to understand, including conducting simple experiments. 

 

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. 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） 
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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。 

 

We will give an overview of what this universe is made of, based on the results of modern science. 

The aim is for students to know how the universe exists as a result of what kind of history and to understand the structure of 

familiar materials. 

It does not matter whether students have already studied physics, chemistry or geology. 

 

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。最近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。 

 

The curiosity to know what this universe is made of and what we are made of is the first motivation and the ultimate goal of 

science. Recent remarkable progress in science has enabled us to explain many phenomena from the structure of atoms that 

constitute matter to the process of evolution of the universe. However, recently obtained observational data suggest that the 

universe is filled with vast unidentified amounts of energy. It has become clear that humanity knows only a few percent of the 

universe. 

 

We will outline what we know now and what we do not know, reflecting the progress of science. 

 

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%)/授業参加度(40%) 

【変更前】筆記試験(Written Exam)60%, 平常点(In-class Points)40% (出席および授業参加度 40%) 
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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） 
化学物質の安全を考える 

担当者名 

（Instructor） 
吉川 治彦(KIKKAWA HARUHIKO) 

学期 

（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） 

現代の私たちの生活は、化学物質の持つ利便性を生かした様々な製品に取り囲まれ、化学物質は私たちの生活に必要不可欠

なものとなっている。一方、化学物質の中には、爆発性や引火性などの危険性をもつものや、人の健康や環境中の生物に有害な

影響を与えるものが少なからずある。化学物質の安全は、事故や環境問題をふまえた法規制による管理から、危険・有害性及び

摂取量を考慮したリスク評価による管理へ変わりつつある。本講義では、化学物質のリスク評価を理解し、様々な局面において

総合的に判断できる力を身につける。 

 

Our modern life is surrounded by various products that take advantage of the convenience of chemical substances, and 

chemical substances have become essential to our lives. On the other hand, among chemical substances, there are many which 

carry the danger of explosibility and inflammability, and which have a harmful impact on human health and living organisms in the 

environment. The safe handling of chemical substances is in the process of changing from management through legal regulations 

based on accident and environmental problems to management through risk assessment which takes into account 

hazardousness and toxicity as well as dietary intake. In this course, students will understand risk assessment of chemical 

substances and acquire the ability to judge comprehensively in various situations. 

 

授業の内容（Course Contents） 

本授業では、化学物質の法規制、危険性、有害性について解説し、さらに摂取量を考慮したリスク評価、リスクコミュニケーション

へ展開する。リスクの考え方は、社会において専門的な判断をする際の幅広い考え方へ繋がることも講義する。化学物質を安全

に利用するための情報の調べ方にも触れ、授業は、アクティブラーニングも取り入れて行う。持続可能な開発目標（Sustainable 

Development Goals：SDGs）など国際的な取り組みについても紹介する。 

 

In this course, we will explain the legal regulations, dangers, and toxicity of chemical substances and furthermore broaden the 

discussion to risk assessment taking into account dietary intake and risk communication. The lecturer will lecture on the fact 

that the approach to risk is connected to a broad approach when making technical judgments regarding society. We will also 

touch upon how to find the information required to use chemical substances safely, and the classes will incorporate active 

learning. We will also introduce international initiatives such as the Sustainable Development Goals (SDGs). 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 私たちの生活を支えている化学物質 

2. 化学物質により生じた問題とその対策 

3. 化学物質と環境の法規制①（環境基本法、大気と水環境の法規制） 

4. 化学物質と環境の法規制②（土壌とその他環境の法規制） 

5. 化学物質と環境の法規制③（化審法、安衛法、毒劇法など化学関連の法規制） 

6. 化学物質と環境の法規制④（危険性と製品関連の法規制） 

7. 化学物質の安全性情報の調べ方と読み方 

8. 化学物質の安全性情報の活用方法  

9. 化学物質の物性はなぜ重要か 

10. 化学物質の危険性評価 

11. 化学物質の人の健康リスク評価  

12. 化学物質の生態環境のリスク評価 

13. 化学物質のリスクトレードオフ評価とリスクの心理 

14. 化学物質の安全性評価のケーススタディ（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） 

教材は復習に活用すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

リフレクションカード（小テスト＋小レポート）を毎回課し（兼出席票）、それらを合算(100%) 
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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） 

授業前日までに Blackboard へ教材をアップしますので、ファイルをダウンロードし、プリントアウトするかモバイル機器で閲覧でき

るようにして出席してください。 

 

参考文献（Readings） 

1. 化学物質評価研究機構、2012、『化学物質のリスク評価がわかる本』、丸善出版 (ISBN:978-4-621-08608-7) 

2. 吉川治彦、2019、『Ｑ＆Ａで解決  化学品の GHS対応 SDS をつくる本』、丸善出版 (ISBN:978-4-621-30421-1) 

3. 浦野紘平、浦野真弥、2018、『えっ! そうなの?! 私たちを包み込む化学物質』、コロナ社 (ISBN:978-4-339-06643-2) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

他大学も含め全学部の学生を歓迎します。 

私語は他の受講者の迷惑になりますから禁止します（場合によっては退室させます）。 

 

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） 
身の回りの原子・分子 

担当者名 

（Instructor） 
永野 修作(NAGANO SHUSAKU) 

学期 

（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） 

私達の身の回りを物質という観点から見渡し、化学の原理と物質への興味を深めることを目標とする。 

 

Students will study the presence of material chemistry in daily life and also develop interests in the materials and the principles 

of chemistry. 

 

授業の内容（Course Contents） 

物質の観点から私達の身の回りをながめると、生命体を含めて、原子の結合体や分子の集合体に他ならない。本授業では、身

の回りを物質の観点から捉え、身の回りの技術や現代が抱える課題を考えることにより、化学の原理と物質科学に対する興味を

深めることを目的とする。 空気、 オゾン層、 地球温暖化、エネルギー・化学・社会、 水、 酸性雨、ナノテクノロジー、高分子、分

子間力と分子認識、液晶をそれぞれ題材とした講義を行う。 

 

From the perspective of material chemistry, we can recognize all the things, including living things, as the aggregates of atoms 

and molecules. The purpose of this course is to consider the technologies and problems facing modern society and also to 

develop interests in the material chemistry and principles of chemistry. The course deals with the air, ozone layer, global 

warming, energy and chemistry in society, water, acid rain, nanotechnology, polymers, intermolecular force, molecular 

recognition, and liquid crystals. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 空気 

2. 大気汚染と化学変化 

3. オゾン層と分子の構造 

4. 光化学 

5. 地球温暖化 

6. 分子の振動 

7. 燃焼 

8. エネルギー 

9. 水 

10. イオンの化学 

11. 酸性雨 

12. 材料ナノテクノロジー 

13. 高分子 

14. 液晶 

 

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

高校の化学を復習しておくことが望ましい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(30%)/毎回の授業内の演習（5 点×14 回）(70%) 

 

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. 廣瀬 千秋（訳）、2015、『実感する化学 上巻 地球感動編』、NTS 

 

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

 

 

  



 

 - 786 - 

■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） 
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。 

 

Students will learn about the role of chemistry in phenomena that occur in the natural world, substances and materials used in 

daily life, and environmental and energy problems. Students will also create an intellectual foundation to think about the future 

of the earth and human life while feeling close to nature. 

 

授業の内容（Course Contents） 

まず，化学に関して考察する上で重要な事項，すなわち原子構造・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・水などの地球環境，化石燃料などのエネルギー，プラスチックなどの身近な物質・材料，および生命・健康に関わる

生体関連物質を題材として，地球や人間生活と化学との関係について講義する。 

 

First, we will outline the important issues in discussing chemistry, namely, atomic structure, the periodic table, chemical bonds, 

and chemical reactions. After that, students will learn the relationships between the earth/human life and chemistry on the 

subject of the global environment such as air and water, energy such as fossil fuels, familiar substances and materials such as 

plastic, and biological substances related to life and health. 

 

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，酸と塩基 

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. 地球環境と化学（４） 

8. エネルギーと化学（１） 

9. エネルギーと化学（２） 

10. プラスチック，リサイクル（１） 

11. プラスチック，リサイクル（２） 

12. 生命・健康と化学（１） 

13. 生命・健康と化学（２） 

14. まとめ 

 

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） 

リアクションペーパー(60%)/レポート(40%) 

【変更前】筆記試験(Written Exam)75%, 平常点(In-class Points)25% (授業中に指示する提出物 25%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業中に資料を配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 廣瀬千秋 訳、2015、『改訂 実感する化学 上巻 地球感動編』、NTS (ISBN:978-4-86043-444-1) 

2. 廣瀬千秋 訳、2015、『改訂 実感する化学 下巻 生活感動編』、NTS (ISBN:978-4-86043-445-8) 
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3. 萩野・竹内・柘植 編、2018、『環境と化学 グリーンケミストリー入門 第 3 版』、東京化学同人 (ISBN:9784807909339) 

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（リアクションペーパーなど）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） 

化学の歩みを捉えてその基礎を学び、身の回りの様々な事象を化学的観点から考察す

る。 

担当者名 

（Instructor） 
宮部 寛志(MIYABE KANJI) 

学期 

（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） 

様々な物質や現象を化学的観点から理解する際の拠り所となる化学の基本的な内容の理解を目標とする。 

 

Students will learn the basics of chemistry and understand various materials and phenomena from the chemical point of view. 

 

授業の内容（Course Contents） 

我々はどのようにして現代化学の理解に到達したのか。現代化学へと続く化学の歴史や過去の経緯を辿ることによって現代化学

の内容をより深く理解する。また、その過程で発生した様々な事象から我々は何を読み取ることができるかを考え、現代につなが

る課題を考察する。 

 

How did we arrive at our modern understanding of chemistry? In this course, students will more deeply understand the basics of 

chemistry by following chemical history and past processes to continue to modern chemistry.  We will also think about what we 

can consider from various phenomena generated in the processes and problems that have arisen in the present age.   

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス、化学の基礎 

2. 古代の自然観・物質観 

3. 中世の化学の変遷・錬金術 

4. 化学革命・燃焼・原子論 

5. 電子・原子構造 

6. 原子構造・量子論 

7. 分子・化学物質 

8. 元素の発見・周期律 

9. 有機化学・化学工業 

10. 旨味・クロマトグラフィー 

11. 肥料・爆薬 

12. 医薬品の化学・抗生物質 

13. 農薬・公害・地球環境 

14. まとめ 

 

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

化学の基礎を学びますので、高等学校での学習内容等を適宜復習して下さい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(100%) 

【変更前】筆記試験(Written Exam)70%, 平常点(In-class Points)30% (授業内に指示する提出物 30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

テキストは使用しません。視覚教材を使用して講義を進めます。 

 

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） 
オンデマンド授業 

 

授業の目標（Course Objectives） 

進化を正しく理解することを目指す。 

 

The aim of this course is to understand evolution properly. 

 

授業の内容（Course Contents） 

ヒトを含む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。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。ヒト以外の動物の話がほとんどなので、ヒトにしか興味がない場合には受講しないことを強

く推奨する。 

 

Animals including humans exhibit diverse behaviors, but what significance does that have? In this course, we will mainly focus on 

the evolutionary factors of animal behavior. It may be preferable for students to have junior high school science level knowledge 

since we will cover topics such as genetics, but special knowledge of biology is not required. It is very strongly recommended 

that students who are only interested in humans do not attend, as we will mostly cover non-human animals.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 進化とは何か？ダーウィン以前からダーウィンまで 

3. 進化とは何か？ 進化は「奇跡の 1 回」か 

4. 配偶システム 生き残るだけでは意味がない 

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（※受講しても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蜂生損していないのか 

8. 血縁選択と協力行動 血は水よりも濃い？ 

9. 非血縁個体間の協力行動 赤の他人を助けてどうする 

10. 道具使用 器用な動物たち 

11. 社会的認知 賢いのはヒトだけか 

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） 

リアクションペーパー(20%)/授業内レポート 5 回 （10％×4 回、40％×1 回）(80%) 

毎回、授業の感想や質問を書いてもらいます。<BR>【変更前】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)） 

【オンデマンド授業  配信スケジュール】 
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1 回目 9 月 24 日 

2 回目 10 月 1 日 

3 回目 10 月 8 日 

4 回目 10 月 15 日 

5 回目 10 月 22 日 

6 回目 10 月 29 日 

7 回目 11 月 12 日 

8 回目 11 月 19 日 

9 回目 11 月 26 日 

10 回目 12 月 3 日 

11 回目 12 月 10 日 

12 回目 12 月 17 日 

13 回目 1 月 7 日 

14 回目 1 月 14 日 

 

本授業はオンデマンド配信となりますが、各回の課題提出の締め切りは配信後 6 日以内（配信回によって異なる）となりますので

くれぐれもご注意ください。 

 

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。 

 

Students will learn how to scientifically analyze and objectively assess animal and human behavior. Also, students will 

understand the theory of evolution correctly and understand the adaptive significance of animal behavior. Then, we will consider 

how humans, as a type of organism, have acquired their current characteristics and try a biological approach to the social 

problems found in modern society. 

 

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。 

 

Using slides and videos, we will provide lectures on evolutionary theory and the adaptive significance of animal behavior. In 

addition, we will introduce the latest papers. 

 

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） 

レポート試験(Report Exam)(100%) 

【変更前】筆記試験(Written Exam)100% 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

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 

2. スティーブ・パーカー、2018、『動物が見ている世界と進化』、エクスナレッジ (ISBN:4767824245) 

3. カール・ジンマー、『進化～生命のたどる道』、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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■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。 

 

Students will understand the complexity and diversity of the present organisms on earth from the perspective that they are 

historical entities that evolved from a single type of organism about four billion years ago. 

 

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。 

 

Life has adapted to the earth's environment, and has also created the earth's environment. I will explain the history of this co-

evolution of life and the earth from various angles (fossils, living creatures, planetary science, etc.), including the methodology of 

why we understand such things. In addition, it is important to understand that the history of life has been greatly influenced by 

accidental events (such as the collision of meteorites). Lectures will be given using the whiteboard, and we will also use 

PowerPoint. At the end of each lecture, we will conduct a simple quiz where students will be able to refer to their notes, and 

the submission of the quiz will count as attendance. 

 

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） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/授業内レポート（20％を 2 回実施）(40%) 

【変更前】筆記試験(Written Exam)60%, 平常点(In-class Points)40% (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） 
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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) 

6. 更科功、2019、『残酷な進化論』、NHK 出版 (ISBN:978-4-14-088604-5) 

7. 更科功、2019、『若い読者に贈る美しい生物学講義』、ダイヤモンド社 (ISBN:978-4-478-10830-7) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

ブルーバックス：更科功の「一番簡単な進化の講義」https://gendai.ismedia.jp/list/series/shinkanokogi 

 

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。 

 

Students will understand the complexity and diversity of the present organisms on earth from the perspective that they are 

historical entities that evolved from a single type of organism about four billion years ago. 

 

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。 

 

Life has adapted to the earth's environment, and has also created the earth's environment. I will explain the history of this co-

evolution of life and the earth from various angles (fossils, living creatures, planetary science, etc.), including the methodology of 

why we understand such things. In addition, it is important to understand that the history of life has been greatly influenced by 

accidental events (such as the collision of meteorites). Lectures will be given using the whiteboard, and we will also use 

PowerPoint. At the end of each lecture, we will conduct a simple quiz where students will be able to refer to their notes, and 

the submission of the quiz will count as attendance. 

 

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） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/授業内レポート(40%) 

【変更前】筆記試験(Written Exam)60%, 平常点(In-class Points)40% (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） 
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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) 

6. 更科功、2019、『残酷な進化論』、NHK 出版 (ISBN:978-4-14-088604-5) 

7. 更科功、2019、『若い読者に贈る美しい生物学講義』、ダイヤモンド社 (ISBN:978-4-478-10830-7) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

ブルーバックス：更科功の「一番簡単な進化の講義」https://gendai.ismedia.jp/list/series/shinkanokogi 

 

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。 

 

We will trace the spread of homo sapiens after leaving Africa, the birthplace of humanity, and overview the question "Where did 

I come from?" 

 

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。 

 

We will trace the history of the birth of humans and their spread, and eventually formation of races and migration to the 

Japanese archipelago. In particular, we will examine the roots of Japanese people from multiple angles and present various 

pieces of scientific data on biological diversity. 

 

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） 

リアクションペーパー(100%) 

2020.5.5 付変更【変更前】筆記試験 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)） 
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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深く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。 

 

Students will learn about the origins and evolution of the earth, structures and geoscientific phenomena. Students will acquire 

scientific thinking skills through understanding what observations and experiments led to these facts. At the same time, through 

thinking deeply about the phenomena, disasters, and environmental problems that occur on a global scale, students will acquire 

the awareness and grounding required for living as an inhabitant of earth. 

 

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に加え，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。 

 

We will use a mix of photos and videos to introduce how the earth was created and has evolved, what its structure is, and how 

various earth science phenomena occur on and inside the earth. We will explain what kind of observations and experiments led 

to the understanding of each item of content. In addition to the basic content described in the textbook, we will introduce the 

latest research results that have just been published in technical journals. 

 

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。 

４．飛行機等乗り物に乗る機会があれば，窓から地球を観察してみる。 

５．空を見上げてみる。 

 

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） 



 

 - 800 - 

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. 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) 

3. 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-

06-502008-1) 

4. 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) 

5. 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) 

6. 荒木健太郎、2017、『雲を愛する技術』、光文社新書 (ISBN:978-4334043292) 

7. 高木秀雄、2018、『世界自然遺産でたどる 美しい地球』、新星出版社 (ISBN:978-4405108080) 

 

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。 

授業で使用したパワーポイントは，授業後に Blackboard 上に PDF ファイルを掲載する。 

数式は最小限にとどめ，ことばと視覚（映像・写真・図など）で地球を理解することを目指す。 

講義は日本語で行い，質問は日本語または英語を受け付ける。 

リアクションペーパー及びレポート試験は，日本語または英語で記述すること。 

 

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。 

 

Students will become able to understand the basic issues involved in digitizing information. 

Students will become able to understand the underlying mechanisms of computer and multimedia information processing. 

Students will become able to understand the basic mechanisms involved in artificial intelligence. 

 

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。 

 

Students will learn about the basic mechanisms of computers, multimedia systems, and the basics of artificial intelligence from 

the concept of digitization of information with the purpose of "understanding the mechanisms and principles" of information 

processing. 

 

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データ 

4. アルゴリズムとプログラム 

5. コンピュータシステムーソフトウェアの視点から 

6. コンピュータシステムーシステム開発の視点から 

7. コンピュータグラフィックスと画像処理その 1 

8. コンピュータグラフィックスと画像処理その 2 

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. インターネットとセキュリティその 1 

12. インターネットとセキュリティその 2 

13. 人工知能 

14. コンピュータと科学 

 

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(30%)/Blackboard上で行う小テスト(35%)/最終レポート(Final Report)(35%) 

 

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)） 
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注意事項（Notice） 

 

 

  



 

 - 803 - 

■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。 

 

The goal is for students to gain the basic knowledge necessary to utilize materials for multimedia by learning about the 

mechanisms and principles of information digitization in multimedia, computing, processing, and use of information systems, etc. 

 

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。 

 

Students will learn about the characteristics of data for each application and purpose by learning the representation methods 

for numerical values, characters, images, audio, and video, etc. in digital data and their advantages and theoretical background. 

Also, students will learn an outline of data processing by learning about the roles and programs of devices that configure 

hardware and the functions of OSs. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. アナログデータとデジタルデータの特徴 

2. 情報の符号化と 2 進数/装置と四則演算 

3. 情報の符号化と２進数/論理演算とブール代数 

4. 情報を 2 進数で表現する/情報量の単位と文字コード 

5. 情報を 2 進数で表現する/音声の標本化・量子化・符号化 

6. 情報を 2 進数で表現する/画像の標本化・量子化・符号化 

7. 情報を 2 進数で表現する/動画の仕組みと３D 表現 

8. 情報を加工する/シャノンの情報エントロピーと可逆圧縮 

9. 情報を加工する/画像と音声の不可逆圧縮 

10. コンピュータの処理/ハードウェアの構成要素と CPU 

11. コンピュータの処理/半導体の性質と主記憶装置の 1/0 

12. データの記録/磁気ディスクの 1/0 

13. データの記録/フラッシュメモリと光ディスクの 1/0 

14. 機械語・プログラミング言語（高水準言語）・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） 

配布する資料の内容を確認し、疑問点を整理しておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(100%) 

【変更前】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。 
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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。 

 

Students will become able to understand information science thinking used in society and organizations and the basic facts of 

information systems. 

Deepen students' understanding of the effects of using computers and other information devices on human society and 

organizations. 

Become able to explain how to use multimedia systems and their effects. 

 

授業の内容（Course Contents） 

主に人間や社会にかかわる側面についての情報処理技術が与える影響を学ぶものである。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。また、計算論的思考(Computinal Thinking)

の基礎となる知識を学ぶ。 

 

Students will learn about information activities mainly from the aspects of humans and society, and will learn the actual usage 

and influence of multimedia systems such as networks based on a basic knowledge of communications. Students will learn 

basic knowledge about Computinal Thinking. 

 

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。 
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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。 

 

By learning about the basic concepts of information, information and processing in communications, information systems, and 

the relationships between information and society, etc., we will aim to consider the application of multimedia using networks. 

 

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。 

 

The development of multimedia is strongly linked to network technology, and while multimedia content is used through networks 

and can be used to support individuals and society, problems have also been raised. 

By learning about internet standards and the mechanisms for realizing the services currently provided, students will learn about 

the advantages and problems that these mechanisms involve and how to relate to the information environment. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. インタラクティビティとコンピュータ・ネットワークによる資源共有 

2. インターネットの特徴/ 分散型ネットワークとパケット交換方式、ベストエフォート型 

3. 環境の多様性とネットワークプロトコル/ TCP/IPプロトコル群の階層構造 

4. ネットワークインターフェース層/ 直接接続範囲の通信機器と伝送信号 

5. ネットワークインターフェース層/ MAC アドレスとフレーム構造 

6. ネットワークインターフェース層/ 集線装置と半二重通信・全二十通信 

7. インターネット層/ IP アドレスの構造と割り当て方法および「匿名性」について 

8. インターネット層/ IPv4 の枯渇問題と IPアドレス・MAC アドレスの関連付け 

9. インターネット層/ ルーターによる経路決定 

10. パケットロスとエラー対応プロトコル 

11. トランスポート層/ 確実性重視と効率性重視のプロトコル 

12. トランスポート層/ ポート番号の役割と利用およびポート開放とセキュリティ 

13. アプリケーション層/ アプリケーションのプロトコルとドメインネームシステム 

14. クライアント-サーバ型と P2P型ネットワーク，ブロックチェーン 

 

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

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） 

レポート試験(Report Exam)(100%) 

【変更前】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)） 
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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。 

 

Students will study how to manage the natural environment and wildlife crisis considering ecosystem functions and values as a 

legacy to be left for the future. 

 

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。 

 

Large-scale development and urbanization have resulted in the loss of rich nature, such as forests and rivers, especially in 

developing countries, and the cultures of local communities are also declining. Japan is no exception. We will explore how people 

should act to preserve natural heritage and cultural diversity. 

 

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. 原料と生物多様性保全-食の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. 自然環境とエコツーリズム-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(20%)/授業態度(20%)/出席兼レスポンス(50%)/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) 
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『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)） 

 

 

注意事項（Notice） 

本科目は、担当教員の実務経験、または実務に従事するゲスト・スピーカーの招聘講義等を活かした授業である。 
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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） 
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。 

 

Through the experiences and discoveries obtained by looking at the familiar world of living creatures, watching videos, and 

observing themselves, we will realize the diverse and unique ecology of living creatures, and think about the nature and 

biodiversity on this planet. At the same time as opening the door from familiar observation to natural science, we will consider 

conservation of diversity and symbiosis. 

 

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。 

 

Every lecture will be based on handouts, written about important themes such as the significance of biodiversity, biodiversity of 

tropical rain forests, biological evolution of ocean islands, effects of alien species, and evolution of organisms. The teacher will 

answer questions received through the reaction papers. We will look at the various types of life and ways of living through 

videos and actual observation. Students will also make sketches of plants to deepen their observation. We will also consider 

biodiversity and its crisis, environmental education, conservation, and symbiosis with nature. 

 

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・ツンドラなど～ 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。種数の少ないアラスカの大自然 

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%) 
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テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 多田多恵子、2018、『ようこそ！ 葉っぱ科学館』、少年写真新聞社 (ISBN:978-4-87981-660-3) 

2. 多田多恵子、2017、『ようこそ！ 花のレストラン』、少年写真新聞社 (ISBN:978-4-87981-600-9) 

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. 多田多恵子、2014、『小学館の図鑑 NEO 花』、小学館 (ISBN:978-4-09-217219-7) 

5. 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 (ISBN:4-88137-107-X) 

6. 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) 

 

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） 
進化学・生物多様性の考え方と生命科学の現在 

担当者名 

（Instructor） 
大槻 涼(OOTSUKI 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） 
CMP2500 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「生物多様性」は持続可能な開発（SDGs）でも重要な位置を占める概念である。しかし、多様性そのものは理解することは難し

い。本講義を通し、生物の多様性を多角的にとらえ自分で考えることを目標とする。  

 

"Biodiversity" is an important concept in the sustainable development (SDGs). However, diversity itself is difficult to 

understand. Through these lectures, the goal is for students to consider the diversity of living things in multiple ways using their 

own thinking.   

 

授業の内容（Course Contents） 

生物学は「普遍性」と「多様性」が両輪となって発展している。これらは互いに密接に関係し合っている。本講義はこの多様性に着

目し、様々なスケール（分子レベルから地球規模まで）の生物学を俯瞰することを目指す。また、最新の生物学の研究について関

心を高めることも目指す。  

 

In biology, "universality" and "diversity" develop as two halves of the whole. These are closely related to each other. These 

lectures will focus on this diversity and we will aim to have an overhead view of biology from various scales (from molecular 

level to global scale). We will also aim to raise students' interest in the latest biology research.   

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 生物学とはどんな科学か？物理学、化学との違いは？  

2. 生物学ならではの問題提起と解決法  

3. 多様性を生み出す「普遍性」、セントラルドグマと現代生命科学の現在 

4. 進化とは何か、「よくある誤解」と進化学の基本 

5. 地球誕生から生物誕生まで、地球の歴史と細胞の誕生 

6. 全生物の系統と「３ドメイン」、生物観の変遷  

7. 細胞のデザインと進化 

8. 生物の上陸作戦と空への挑戦 

9. 生物多様性の３つのスケール（１） 遺伝的多様性  

10. 生物多様性の３つのスケール（２） 種多様性  

11. 生物多様性の３つのスケール（３） 生態的多様性 

12. 進化の実験場 適応放散と島の生物学  

13. 「ヒト」にいたる道 多様性の誕生と喪失  

14. 生物多様性が失われるとき 地球環境問題とこれからの生物 

 

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

   

本講義では毎回、最新の科学のニュースを紹介する。日頃から生物学、地球環境問題、野生生物をキーワードとして情報収集を

進めること。  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(50%)/中間レポート(35%)/リアクションペーパー(15%) 

【変更前】筆記試験(45%) 最終レポート(40%) リアクションペーパー(15%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 池内昌彦ら監訳、2018、『キャンベル生物学 原書 11 版』、丸善出版 (ISBN:978-4621302767) 
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2. 宮下直ら、2017、『生物多様性概論 ─自然のしくみと社会のとりくみ─』、朝倉書店 (ISBN:978-4254171648) 

3. 宮下直ら、2012、『生物多様性と生態学―遺伝子・種・生態系』、朝倉書店 (ISBN:978-4254171501) 

4. 日本進化学会編、2012、『進化学辞典』、共立出版 (ISBN:978-4320057777) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

   

高校で生物を履修していない学生も対象とし、基礎的な内容から解説する。 

毎回、リアクションペーパーをもとに理解度や知識を確認する予定である。  

理解度などにより授業内容を変更することがある。 

 

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。 

 

Students will understand the current state of the global environment and recognize the problems facing humanity. Then, we will 

think about what we can and should do for the future. 

 

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に

ついても考察する。 

 

It has long been said that the global environment is in danger, but what exactly are the problems? What is the current status of 

the ecosystem including human beings? Students will learn about and deepen their understanding of the current status of the 

ecosystem and the issues to be solved. We will consider the future of the global environment, keeping in mind that our daily 

lives are closely related to the global environment. We will also discuss new movements and ideas for addressing environmental 

issues. 

 

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. 世界各国の今を示す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. 私たちの食事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） 

授業内レポート(35%)/授業内レポート(35%)/授業内レポート(30%) 

【変更前】筆記試験(Written Exam)60%, 平常点(In-class Points)40% (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。 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業はパワーポイントを利用した講義形式で行う。コメントペーパーについては提出した次の授業時にフィードバックを行う。 

 

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。 

 

People living in remote areas of mountain villages live a lifestyle of coexisting with nature. Students will learn the educational 

power embedded in these lifestyles and think about the relationship between nature and human beings that is required now. 

 

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、科目担当者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。 

 

Yasuoka-mura, Nagano Prefecture could be called a marginal municipality. The mountain village, which was cut off due to 

inefficiency and irrationality, is now at the forefront of creating a recycling-oriented community. Villagers cooperated with an 

environmental education NPO of outsiders and young people to introduce examples of creating a sustainable community (such 

as inviting children to study in mountain villages), and consider the way of human beings that coexist with nature. The person in 

charge of the course is the representative director of the above-mentioned environmental education NPO, which is actually 

active in Yasuoka-mura. 

 

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%)/中間レポート：40％(40%) 

【変更前】筆記試験(Written Exam)60%, 平常点(In-class Points)40% (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 年 2420 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） 
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授業時に紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

科目担当者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・動画を使用したビジュアル中心の講義形式だが、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他、大人

数のアクティブラーニング型運営を行う授業もある。 

担当者所属 NPO のアドレス http://www.greenwood.or.jp 

 

注意事項（Notice） 

本科目は、担当教員の実務経験、または実務に従事するゲスト・スピーカーの招聘講義等を活かした授業である。 
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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。 

 

Through the lecture on various topics of psychology from the perspective of neuroscience, students should understand the 

connection between the psychological process and the central nervous system. 

 

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。 

 

After providing fundamental knowledge about brain structure and function, we will pick up several themes of psychological 

research frequently studied using methodology of brain science, and lecture on various findings to date with introducing specific 

experiments.  The aim is for students to acquire basic knowledge and to understand how modern brain science elucidates 

human mind. 

 

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） 

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

【変更前】筆記試験(Written Exam)80%, 平常点(In-class Points)20% (コメントペーパーの内容 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)） 
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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。身近な課題として日常的に具体的な議論ができ

る。これらが目標である。 

 

The student can understand the current status of life sciences and advanced medical technologies in line with individual health 

and medical demands called personalized medicine or precision medicine together with the scientific and social backgrounds. 

The student can consider the problems and future prospects. The student can routinely discuss specific issues as familiar 

issues. These are the goals. 

 

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

基礎知識を身に付け、自ら考え決めていくことができる素材の提供を目指したい。 

 

We will comment on the achievements of today's life sciences and advanced medical technologies that we often hear about in 

the media, etc. from the viewpoint of realization of the hope to improve individuals' physical health and diseases. We will aim to 

provide materials so that students can acquire basic knowledge according to their own interests and think on their own in 

various scenes from natural science principles to medical treatment, bioethics, and social welfare scenes. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 全体概要 

2. 不妊の原因と治療の実際 

3. 生殖医療技術の原理と問題点 

4. 再生医療の可能性 

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. 終末期医療・延命治療 

12. 脳死と臓器移植、植物状態 

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） 

毎回課題 2 題を出題、提出された解答を採点し合計して評価(100%) 

【変更前】筆記試験(Written Exam)70%, 平常点(In-class Points)30% (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） 
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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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■FE137 

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。身近な課題として日常的に具体的な議論ができ

る。これらが目標である。 

 

The student can understand the current status of life sciences and advanced medical technologies in line with individual health 

and medical demands called personalized medicine or precision medicine together with the scientific and social backgrounds. 

The student can consider the problems and future prospects. The student can routinely discuss specific issues as familiar 

issues. These are the goals. 

 

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

基礎知識を身に付け、自ら考え決めていくことができる素材の提供を目指したい。 

 

We will comment on the achievements of today's life sciences and advanced medical technologies that we often hear about in 

the media, etc. from the viewpoint of realization of the hope to improve individuals' physical health and diseases. We will aim to 

provide materials so that students can acquire basic knowledge according to their own interests and think on their own in 

various scenes from natural science principles to medical treatment, bioethics, and social welfare scenes. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 全体概要 

2. 不妊の原因と治療の実際 

3. 生殖医療技術の原理と問題点 

4. 再生医療の可能性 

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. 終末期医療・延命治療 

12. 脳死と臓器移植、植物状態 

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） 

毎回課題 2 題を出題、提出された解答を採点し合計して評価(100%) 

【変更前】筆記試験(Written Exam)70%, 平常点(In-class Points)30% (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） 
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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ようにできることを目標とする。 

 

Students will understand the relationships between universities/academism and science and technology from various 

perspectives. We will consider social issues involving science and technology as important and relevant for all of us living today 

beyond social and scientific distinctions. 

 

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・学問のあり方と絡めて考えていく。 

 

How should we understand the various problems involving science and technology in modern society, such as nuclear energy, 

radiation exposure, genetic modification, and chemical pollution, etc. While unraveling the relationships between 

universities/academism and science and technology, we will introduce the perspectives of history and sociology of science and 

technology, and consider them from a social aspects. In addition, we will consider them in relation to the way of 

universities/academism. 

 

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――歴史 概説 

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. 科学研究の評価の仕組みと社会的観点――研究成果の発表と流通・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 

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・学問のあり方を問い直す――専門分野の細分化と連関 

13. 大学・学問のあり方を問い直す――大学資本主義と公共性 

14. まとめ 

（授業の進捗度・理解度等により、上記の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や問題意識を発展させ，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，最終レポートの作成に向け、準備を早めに開始し、学習を進めること。 

 

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） 
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1. 金森修、2015、『科学の危機』、集英社 

2. 平川秀幸、2010、『科学は誰のものか』、NHK 出版 

3. 吉見俊哉、2011、『大学とは何か』、岩波書店 

4. 隠岐さや香、2018、『文系と理系はなぜ分かれたのか』、星海社 

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） 

天文学は宇宙現象を解明する学問であると同時に、人類の宇宙に対する認識を広げ自己を見つめ直すきっかけをつくることので

きる学問でもある。この授業では、(1)天文学の発展の歴史を理解し、宇宙と人類との関わりについて説明できる。(2)身近な宇宙

の現象について科学的に説明できる。(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ことを目標とす

る。 

 

Astronomy describes how we understand the phenomena in the universe, which helps not only to expand and deepen an insight 

into the universe, but also to think better of our philosophy of life. The objectives of this course are (1) to understand the 

development and history of astronomy so that the students can explain how humanity has committed themselves to the 

universe, (2) to understand the astronomical phenomena around us so that the students can explain them in a scientific point of 

view, and (3) to keep having an interest in news on science and astronomy after the course. 

 

授業の内容（Course Contents） 

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、宇宙に関する疑問や話題を取り上げ、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。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

な内容を目指すとともに実験を行い科学的発見を体験する。 

 

We will overview the frontier of modern astronomy and astrophysics, covering from the smaller scale such as the earth, moon, 

and the sun to the larger scale such as stars, galaxies, and the entire universe. This course also deals with the questions and 

issues related to the universe, where the details will be provided in a scientific manner. Fundamental mathematics and physics 

will be supplemented to deepen the knowledge on astronomy. Students are expected to acquire a broad knowledge on the 

subject by watching the movies and following the scientific experience through a simple experiment. 

 

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 

- 天体の運動を支配する重力 

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） 
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- 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 

- 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 

- 宇宙で最初に誕生した星は発見できるか？ 

10. ブラックホール 

- ブラックホールとは何か？ 

- 様々なブラックホール 

- ブラックホールを「見る」 

11. 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？ 

12. 宇宙の観測 

- 光・赤外線で見る宇宙 

- 重力波で見る宇宙 

- 将来の観測計画 

13. 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？ 

- 宇宙の歴史 

14. 宇宙の始まりと宇宙の謎 

- 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？ 

 

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

- 予習は特に必要ありませんが、天文学に関連するニュースにアンテナを張っておくことが望ましいです。理解を深めるための復

習も推奨します。 

- 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） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/コメントペーパーの内容、演習課題(40%) 

コメントペーパーの内容(40%弱)、演習課題(数%)、時間外学習(その他)で評価します。 

 

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. 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) 

いずれも初学者向けです。これ以外にも授業で随時紹介していきます。 

 

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、本授業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。 

- パワーポイントを使用した講義形式で、映像資料も多用します。 

- 講義資料は講義開始前に Blackboard にアップロードする予定です。 

- コメントペーパーによる質問を受け付け、次回に回答や解説を行います。 

- 天文学を身近に感じることを目的として教室での簡単な実験を行います。 

 

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） 
エネルギー・食生活・環境と化学 

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。 

 

Chemistry, the science of understanding substances, has evolved together with the discovery or synthesis of various new 

substances. The goal is for students to reach a more developed understanding of how substances have affected people's lives 

and society, and the relationships between issues that modern society faces such as food, and substances. 

 

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，エネルギー・食糧・環境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。 

 

We will first learn the path that has led to the present age, while conscious of the development of civilization, regarding the 

substances that chemistry has targeted and their connections with society. We will take up issues such as energy, food, and the 

environment as issues facing modern society, and consider the relationships with substances from the viewpoint of natural 

sciences. 

 

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. ノーベル・エジソン・キュリー 

5. 医薬品 

6. 農薬 

7. 化学兵器 

8. 食品添加物 

9. 遺伝子組換 

10. 環境と物質 

11. 地球環境 

12. エネルギーと環境 

13. 核エネルギー利用(1): 核兵器開発 

14. 核エネルギー利用(2): 原子力発電 

 

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） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/授業レポート(40%) 

【変更前】筆記試験 75％，平常点（中間レポート）25% 

 

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) 
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2. Lewis and Evans/藥袋・山本・若林訳、2010、『基礎コース化学』、東京化学同人 (ISBN:978-4-8079-0709-0) 

3. 藥袋佳孝・谷田貝文夫、2011、『今知りたい放射線と放射能―人体への影響と環境でのふるまい―』、オーム社 (ISBN:978-4-

274-21144-7) 

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） 

地球の理解と多様な惑星の理解 

（Understanding the diversity of planets through understanding the Earth） 

担当者名 

（Instructor） 
兵頭 龍樹（HYODO RYUKI） 

学期 

（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。 

 

Students will come to understand the current state of the earth while learning to view earth as a celestial body.  

 

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。 

 

Students will learn about how the earth we live in was created (planet formation theory) and how it evolved (earth history). 

While comparing the earth with other planets, students will gain deeper understanding of the earth (comparative planetology) 

and learn whether the earth is a special or universal case in this universe.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 概要 

2. 地球の姿（地球内部） 

3. 地球の姿（地球表層） 

4. 太陽・星の一生 

5. 太陽系の姿（地球型惑星） 

6. 太陽系の姿（木星型・海王星型惑星）  

7. 太陽系の姿（小天体）  

8. 地球の環境 

9. 地球の歴史１（激変する地球） 

10. 地球の歴史２（生命の歴史） 

11. 惑星の作り方 

12. 月の科学 

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） 

授業内レポート（３回）(100%) 

【変更前】筆記試験(Written Exam)100% 

 

テキスト（Textbooks） 

テキストは指定しない。授業時にプリントを配布 orホームページにアップロードする。 

 

参考文献（Readings） 

授業中に随時参考図書を紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■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の保全を考える 

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） 

鳥類は非常に身近であり、かつ目につきやすい生物であると同時に、環境を知る指標としても重要である。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、保全問題、人間と自然の関わりについて知識を深めることを目的とす

る。 

 

Birds are very familiar to us and conspicuous animal. Adding to that, they are important to access the environment and its 

changing. This class aims understanding basic ecology and biology to know natural conservation. For that aim, I introduce the 

life histories of urban birds and the relationship with human activities. 

 

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。また、その

生活史は人間の活動とどのように関連し、どのような問題を引き起こしているのか。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。 

 

We can see many species of birds around us, even in big cities like Tokyo. How they are living in urbanized environment?  How 

the urban environment affect on their life, and what problems is caused by that? I will pick up some  topics of common birds in 

Japan. And hope this class can help your understanding environment and conservation. 

 

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. 都市鳥と人間のイメージ 

9. 餌付け問題 

10. もっとも身近な鳥・スズメとツバメ 

11. 夜の都市鳥 

12. 移入種と新たな都市鳥 

13. 景観レベルで見た環境 

14. 総集編／まとめ 

 

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 

No requirement 

 

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 

No requirement 

 

参考文献（Readings） 

特に指定しないが、授業中に参考となる図書や文献を紹介する 

No requirement, I will tell some adequate readings and papers 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

特になし 

No requirement 

 

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） 
科学の未来を考える 

担当者名 

（Instructor） 
田渕 眞理(TABUCHI MARI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall 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） 

科学の未来を考える。調査解析、ディスカッション能力を養い、プレゼンテーションやレポートにまとめる能力を身につける。 

 

This course aims to illuminate the future of science. Students will develop communication and discussion skills through group 

work and acquire the ability to organize presentations and reports. 

 

授業の内容（Course Contents） 

履修者をグループ分けする。グループ毎に調査するテーマを決める。グループ内で協力しながらテーマについて調査する。調査

した結果をまとめてプレゼンテーションを行い、ディスカッションをを行う。調査した結果をレポートにまとめる。 

 

Students will be divided into several groups; each group will select a theme and cooperate to investigate the theme. 

Presentations and  discussions, as well as a report of survey results, will be part of the course assessments.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. グループ分け、テーマ決定（1 回目） 

3. 調査、ディスカッション 

4. 調査、ディスカッション 

5. 調査、ディスカッション 

6. プレゼンテーション準備 

7. 発表会 

8. グループ分け、テーマ決定（2 回目） 

9. 調査、ディスカッション 

10. 調査、ディスカッション 

11. 調査ディスカッション 

12. プレゼンテーション準備と練習 

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） 

テーマについて各自調べてくる。発表は、パワーポイント等を準備し、プレゼンテーションの事前練習をしてくること。発表会後に

発表内容をまとめたレポートを提出する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席と授業態度(50%)/プレゼンテーション(20%)/レポート(30%) 

 

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)） 

最低でもグループに 1 台のパソコンを使えるように、メディアセンターでパソコンを借りて授業に参加すること。授業時間外にテー

マについて調査してきた資料は USB メモリ等に入れて持参すること。 

 

注意事項（Notice） 



 

 - 836 - 

■FE501 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

Ｓｃｉｅｎｃｅ Ｓｔｕｄｉｅｓ 

(Science Studies) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Advances in science/technology and their impact on local and global communities 

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） 
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） 

Through selected readings, discussions and presentations students will develop an understanding about how innovation in 

healthcare, energy resources, social media and "going green" impact the society/environment in Japan and other other 

countries. Upon completion of the course, students should be able to debate the value of various paths of innovation and their 

future implications.  

 

授業の内容（Course Contents） 

Survey advances in science, technology, engineering and mathematics (STEM) in the fields of healthcare, energy resources, and 

"going green". STEM topics from each of the four fields of study will be covered over a three week period. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Class guidelines and assessment 

2. Healthcare - science of illness and disease 

3. Healthcare - advances in medical treatment (Quiz) 

4. Healthcare - epidemiology, future health concerns 

5.  Energy Resources  - science of power generation  

6. Energy Resources - alternative renewable resources (Quiz) 

7. Energy Resources - future energy production 

8. Social Media - the cost of being of being connected 

9. Social Media - future direction of personal devices (Quiz) 

10. Social Media and personal data  

11. "Going Green" - nature and the urban footprint 

12. "Going Green" - eco-friendly building design and construction (Quiz) 

13. "Going Green"  - future of green cities 

14. Final Exam - covers content in the four fields of study healthcare, energy resources, social media and "going green"  

 

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

Weekly readings, preparation for presentations and quizzes should require an average of 60 minutes of study per week outside 

of class. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Quizzes(20%)/Homework assignments, group presentations(40%)/最終レポート(Final Report)(10%)/最終テスト(Final Test)(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

There is no assigned textbook for this course. 

 

参考文献（Readings） 

 Readings will be provided as weekly handouts. 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

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 

担当者名 

（Instructor） 
カングリヤン（KHANGULYAN DMITRIY） 

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 10 名 週 2 回開講 

 

授業の目標（Course Objectives） 

Living in a modern environment implies a tremendous amount of information that people need to deal with. Often some pseudo-

scientific theories seem to be reliable and attractive. In this course, one discusses the critical differences between the 

scientific approach and pseudo-scientific speculations. The general structure of scientific theories and models is formulated and 

illustrated with the examples of several fundamental physical concepts.  

 

授業の内容（Course Contents） 

The class aims to give a basic description of the scientific approach to understanding nature. The course starts with a brief 

description of the philosophy of science and exploration of the critical elements of the scientific approach. To illustrate the 

method, the phenomena of gravity and the evolution of our perception of it are explained in detail. One traces the development 

of our understanding from ancient times to the cutting-edge concepts. The course also introduces a scientific view of the 

problem of energy consumption by modern society as a block "Earth, Energy, Society." This consideration brings a basic 

scientific ground for any political, economic or emotional discussion of the possible ways for our society to develop beyond the 

era of fossil fuel. These topics: "philosophy of science", "gravity", and "Earth, Energy, Society", are the main topics of the 

class and one of them should be selected as the subject for the final report. The second part of the semester is allocated for 

presentation prepared by the students. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Course guidance 

2. Scientific understanding of nature 1 

3. Scientific understanding of nature 2 

4. Scientific understanding of nature 3 

5. Scientific understanding of nature 4 

6. Scientific understanding of nature 5 

7. Scientific understanding of nature 6 

8. Scientific understanding of nature 7 

9. Gravity 1 

10. Gravity 2 

11. Gravity 3 

12. Gravity 4 

13. Gravity 5 

14. Gravity 6 

15. Earth, Energy, Society 1 

16. Earth, Energy, Society 2 

17. Earth, Energy, Society 3 

18. Earth, Energy, Society 4 

19. Earth, Energy, Society 5 

20. Earth, Energy, Society 6 

21. Earth, Energy, Society 7 

22. Students presentation 1 

23. Students presentation 2 

24. Students presentation 3 

25. Students presentation 4 

26. Students presentation 5 

27. Conclusions 1 

28. Conclusions 2 
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授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Students are requested to select a topic of their interests and prepare a presentation on this topic. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(20%)/presentation(40%)/participation in class(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

None 

 

参考文献（Readings） 

Relevant books 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 sessions for the 

students' presentation will change according to the number of students registered. 

 

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(Niiza) 

(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を振り返る 

(Think about the essential relationship between people and nature) 

担当者名 

（Instructor） 
 

学期 

（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） 

日本語 

(Japanese) 

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､ 災害時など一時的に文明の利便性が喪失された（インフラの麻痺）とき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について考えるヒントになります｡ 

 

A variety of life skills that people have found and passed down for living, and social mechanisms based on equality and 

cooperation. These origins can be traced back to the Jomon period, when people hunted, fished, and gathered food. The wisdom 

of Jomon people has not completely disappeared, and still lives as an essence in the traditional life skills of farming and 

mountain villages and entertainment performed in nature. Knowing this "wisdom of the outdoors" is useful for selecting actions 

during emergencies, as well as for providing insights on the essential relationship between nature and human beings and how to 

think about a sustainable society.   

 

授業の内容（Course Contents） 

授業は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｡ 

 

We will focus on commentary on slides. We will circulate actual samples according to the theme, and plan to hear more 

specialized stories from guest speakers. "Outdoor" in this class refers to techniques and wisdom in general that use nature 

well, and is not a place to learn individual leisure techniques such as how to put up a tent or barbecue methods. In addition, we 

deal with "life" a lot. While we will use images that may be unpleasant when we cover hunting, etc., it is an unavoidable theme to 

look back on human activities, so please be aware of this. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

guidance 

2. 人は何を食べてきたか（採集生活の知恵） 

Wisdom of Gathering 

3. 地球のリズムで暮らす 

Living with the rhythm of the earth 

4. 毒と薬 

Natural medicines and poisons 

5. 漁労の知恵① 

Wisdom of fishing 1  

6. 漁労の知恵② 

Wisdom of fishing 2  

7. ゲストスピーカー招聘① (予定) 

Guest speaker classes 

8. 昆虫へのまなざし① 

Insects and human life 1 

9. 昆虫へのまなざし② 

Insects and human life 2 

10. 日本人と野生動物 

Japanese and wild animals 
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11. 狩猟の知恵  

Wisdom of hunting 

12. ゲストスピーカー招聘②  (予定)  

Guest speaker classes 

13. 火と人間 

Fire and human 

14. 刃物と人間 

knife and human 

 

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ことについて継続的に調べることが望ましい 

It is advisable to check on your own interests 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(100%) 

課題レポートは教科書『糧は野に在り 現代に息づく縄文的生活技術』をもととする Reports are based on textbooks 

【変更前】筆記試験(Written Exam)60%, 平常点(In-class Points)40% (課題レポート 40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. かくまつとむ、2015、『糧は野に在り 現代に息づく縄文的生活技術』、農文協 (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(Niiza) 

(Science of Matter 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
私たちの世界を構成する物質 

担当者名 

（Instructor） 
木村 直樹（KIMURA 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） 
 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

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） 

私たちの住む世界(宇宙・地球・人工物)を構成する物質をミクロな視点から紐解きます。 

最終的に世界を構築する物質の構造を理解し、自然現象や文明技術の仕組みを考える力を養うことを目標とします。 

 

Read about the physical matters that comprise the world we live in (space, earth, artificial matters) from a micro perspective.  

The course aims to ultimately understand the structure of physical matters that comprise the world, and acquire the ability to 

think about natural phenomenon and framework of cultural technology. 

 

授業の内容（Course Contents） 

『未知な事象に興味を持つ心』（好奇心）は科学技術を発展させるために必要な原動力です。 

本講義のテーマでもある『私たちの世界を構成する物質』は人類にとって最も根源的かつ重要な問いと言え、古くから科学者の好

奇心を駆り立ててきました。 

先人の努力の結果、現代では既に多くの謎が解かれています。 

本講義では、この根源的な問いに関して人類が解き明かしてきた解釈を、時には最新の研究を紹介しながら解説します。 

理科系科目(物理・化学・地学・生物)の既習の有無は問いません。 

 

Interest in unknown phenomenon (curiosity) is the driver necessary for development of science and technology.  

 

“Physical matters that comprise our world,” the theme of this course, is arguably the most fundamental and significant question 

for the mankind, fanning the curiosity of scientists for a very long time.  

 

As a result of efforts by our forebearers, many mysteries have already been solved.  

 

In this course, interpretations given to this fundamental question by humanity will be explained, with introduction of some latest 

research.  

 

Science subjects (physics, chemistry, geoscience, biology) are not prerequisites. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション～学問体系と科学技術 

2. 物質の階層～素粒子から固体まで 

3. 元素と周期表 

4. 宇宙の歴史と元素合成 

5. 光子・電磁波 

6. 量子論と相対性理論 

7. 力・相互作用、熱・エネルギー 

8. 高温の世界 

9. 低温の世界 

10. 地球の科学～その成り立ちから温暖化まで 

11. 世界を紐解く実験～歴史と技術 

12. 世界を紐解く実験～最新技術 

13. 未解決問題・残された謎 

14. まとめ 

 

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

授業内容で興味を持ったことがあれば、独自に深く調べることをお勧めします。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 
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最終レポート(Final Report)(30%)/リアクションペーパー(70%) 

 

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(Niiza) 

(Science of Matter 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
化学物質の機能としくみ、そして世の中との関わり 

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） 

日本語 

(Japanese) 

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 

 

· Students will become able to understand the structure and nature of familiar substances 

· Students will become able to understand the nature of chemical substances from the chemical viewpoint based on their form 

(structure) 

· Students will become able to understand how chemistry as a discipline and modern society are related 

 

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。 

 

We will introduce the properties behind how various substances and chemical phenomena around us are used, how chemicals 

are pervading our lives, and what impact they have in society as topics in each lecture. 

 

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. 資源としての化学物質 

10. モルと化学反応 

11. 食品中の化学物質 

12. 金属錯体の機能と社会での利用 

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テス

トに欠席した場合も 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） 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

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を考える 

Think about the essential relationship between people and nature 

担当者名 

（Instructor） 
 

学期 

（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） 

日本語 

(Japanese) 

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､ 災害時など一時的に文明の利便性が喪失された（インフラの麻痺）ときの行動選択に役立つと同時に､これらの学び

は持続可能な社会の在り方を考えるヒントになります｡ 

 

A variety of life skills that people have found and passed down for living, and social mechanisms based on equality and 

cooperation. These origins can be traced back to the Jomon period, when people hunted, fished, and gathered food. The wisdom 

of Jomon people has not completely disappeared, and still lives as an essence in the traditional life skills of farming and 

mountain villages and entertainment performed in nature. Knowing this "wisdom of the outdoors" is useful for selecting actions 

during emergencies, as well as for providing insights on the essential relationship between nature and human beings and how to 

think about a sustainable society.   

 

授業の内容（Course Contents） 

授業は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｡ 

 

 

We will focus on commentary on slides. We will circulate actual samples according to the theme, and plan to hear more 

specialized stories from guest speakers. "Outdoor" in this class refers to techniques and wisdom in general that use nature 

well, and is not a place to learn individual leisure techniques such as how to put up a tent or barbecue methods. In addition, we 

deal with "life" a lot. While we will use images that may be unpleasant when we cover hunting, etc., it is an unavoidable theme to 

look back on human activities, so please be aware of this. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

guidance 

2. 人は何を食べてきたか（採集生活の知恵） 

Wisdom of Gathering 

3. 地球のリズムで暮らす Living with the rhythm of the earth 

4. 毒と薬 

Natural medicines and poisons 

5. 漁労の知恵①  

Wisdom of fishing １ 

6. 漁労の知恵② 

Wisdom of fishing ２ 

7. ゲストスピーカー招聘① (予定) 

 Guest speaker classes 

8. 昆虫へのまなざし①  

Insects and human life １ 

9. 昆虫へのまなざし②   

Insects and human life ２ 

10. 日本人と野生動物  

Japanese and wild animals 
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11. 狩猟の知恵 

Wisdom of hunting 

12. ゲストスピーカー招聘②(予定) 

Guest speaker classes 

13. 火と人間 

Fire and human 

14. 刃物と人間 

Knife and human 

 

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継続的に調べることが望ましい。 

It is advisable to check on your own interests 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(100%) 

課題レポートは『糧は野に在り 現代に息づく縄文的生活技術』をもとにする Reports are based on textbooks 

【変更前】筆記試験(Written Exam)60%, 平常点(In-class Points)40% (課題レポート 40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. かくまつとむ、2015、『糧は野に在り 現代に息づく縄文的生活技術』、農文協 (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） 
時間は本当に流れているのか？ー時間と空間の科学ー 

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） 

日本語 

(Japanese) 

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。 

 

We believe that we live in a world where time flows from the past to the future in a three-dimensional space of length, width, 

and height. But, is that really true? In this course, we will aim to connect these ideas to cutting edge science by asking 

questions scientifically from many angles. 

 

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。 

 

Most of the basic knowledge of our worldview has been obtained scientifically. For example, why do we think that space is three 

dimensional? Why do we think that time flows? In this course, we will introduce the scientific basis that supports such a basic 

view of the world and the forefront of modern science that continues to doubt it. In particular, we will consider the usual view of 

life that you are only alive in one moment during the continuous flow of time. In the course, students will discuss among 

themselves and confirm and become able to understand, including conducting simple experiments. 

 

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. 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） 
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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） 

日本語 

(Japanese) 

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。 

 

We will give an overview of what this universe is made of, based on the results of modern science. 

The aim is for students to know how the universe exists as a result of what kind of history and to understand the structure of 

familiar materials. 

It does not matter whether students have already studied physics, chemistry or geology. 

 

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。最近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。 

 

The curiosity to know what this universe is made of and what we are made of is the first motivation and the ultimate goal of 

science. Recent remarkable progress in science has enabled us to explain many phenomena from the structure of atoms that 

constitute matter to the process of evolution of the universe. However, recently obtained observational data suggest that the 

universe is filled with vast unidentified amounts of energy. It has become clear that humanity knows only a few percent of the 

universe. 

 

We will outline what we know now and what we do not know, reflecting the progress of science. 

 

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%)/授業参加度(40%) 

【変更前】筆記試験(Written Exam)60%, 平常点(In-class Points)40% (出席および授業参加度 40%) 
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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） 
化学物質の安全を考える 

担当者名 

（Instructor） 
吉川 治彦(KIKKAWA HARUHIKO) 

学期 

（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） 

日本語 

(Japanese) 

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） 

現代の私たちの生活は、化学物質の持つ利便性を生かした様々な製品に取り囲まれ、化学物質は私たちの生活に必要不可欠

なものとなっている。一方、化学物質の中には、爆発性や引火性などの危険性をもつものや、人の健康や環境中の生物に有害な

影響を与えるものが少なからずある。化学物質の安全は、事故や環境問題をふまえた法規制による管理から、危険・有害性及び

摂取量を考慮したリスク評価による管理へ変わりつつある。本講義では、化学物質のリスク評価を理解し、様々な局面において

総合的に判断できる力を身につける。 

 

Our modern life is surrounded by various products that take advantage of the convenience of chemical substances, and 

chemical substances have become essential to our lives. On the other hand, among chemical substances, there are many which 

carry the danger of explosibility and inflammability, and which have a harmful impact on human health and living organisms in the 

environment. The safe handling of chemical substances is in the process of changing from management through legal regulations 

based on accident and environmental problems to management through risk assessment which takes into account 

hazardousness and toxicity as well as dietary intake. In this course, students will understand risk assessment of chemical 

substances and acquire the ability to judge comprehensively in various situations. 

 

授業の内容（Course Contents） 

本授業では、化学物質の法規制、危険性、有害性について解説し、さらに摂取量を考慮したリスク評価、リスクコミュニケーション

へ展開する。リスクの考え方は、社会において専門的な判断をする際の幅広い考え方へ繋がることも講義する。化学物質を安全

に利用するための情報の調べ方にも触れ、授業は、アクティブラーニングも取り入れて行う。持続可能な開発目標（Sustainable 

Development Goals：SDGs）など国際的な取り組みについても紹介する。 

 

In this course, we will explain the legal regulations, dangers, and toxicity of chemical substances and furthermore broaden the 

discussion to risk assessment taking into account dietary intake and risk communication. The lecturer will lecture on the fact 

that the approach to risk is connected to a broad approach when making technical judgments regarding society. We will also 

touch upon how to find the information required to use chemical substances safely, and the classes will incorporate active 

learning. We will also introduce international initiatives such as the Sustainable Development Goals (SDGs). 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 私たちの生活を支えている化学物質 

2. 化学物質により生じた問題とその対策 

3. 化学物質と環境の法規制①（環境基本法、大気と水環境の法規制） 

4. 化学物質と環境の法規制②（土壌とその他環境の法規制） 

5. 化学物質と環境の法規制③（化審法、安衛法、毒劇法など化学関連の法規制） 

6. 化学物質と環境の法規制④（危険性と製品関連の法規制） 

7. 化学物質の安全性情報の調べ方と読み方 

8. 化学物質の安全性情報の活用方法  

9. 化学物質の物性はなぜ重要か 

10. 化学物質の危険性評価 

11. 化学物質の人の健康リスク評価  

12. 化学物質の生態環境のリスク評価 

13. 化学物質のリスクトレードオフ評価とリスクの心理 

14. 化学物質の安全性評価のケーススタディ（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） 

教材は復習に活用すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

リフレクションカード（小テスト＋小レポート）を毎回課し（兼出席票）、それらを合算(100%) 
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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） 

授業前日までに Blackboard へ教材をアップしますので、ファイルをダウンロードし、プリントアウトするかモバイル機器で閲覧でき

るようにして出席してください。 

 

参考文献（Readings） 

1. 化学物質評価研究機構、2012、『化学物質のリスク評価がわかる本』、丸善出版 (ISBN:978-4-621-08608-7) 

2. 吉川治彦、2019、『Ｑ＆Ａで解決  化学品の GHS対応 SDS をつくる本』、丸善出版 (ISBN:978-4-621-30421-1) 

3. 浦野紘平、浦野真弥、2018、『えっ! そうなの?! 私たちを包み込む化学物質』、コロナ社 (ISBN:978-4-339-06643-2) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

他大学も含め全学部の学生を歓迎します。 

私語は他の受講者の迷惑になりますから禁止します（場合によっては退室させます）。 

 

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） 
身の回りの原子・分子 

担当者名 

（Instructor） 
 

学期 

（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） 

日本語 

(Japanese) 

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） 

私達の身の回りを物質という観点から見渡し、化学の原理と物質への興味を深めることを目標とする。 

 

Students will study the presence of material chemistry in daily life and also develop interests in the materials and the principles 

of chemistry. 

 

授業の内容（Course Contents） 

物質の観点から私達の身の回りをながめると、生命体を含めて、原子の結合体や分子の集合体に他ならない。本授業では、身

の回りを物質の観点から捉え、身の回りの技術や現代が抱える課題を考えることにより、化学の原理と物質科学に対する興味を

深めることを目的とする。 空気、 オゾン層、 地球温暖化、エネルギー・化学・社会、 水、 酸性雨、ナノテクノロジー、高分子、分

子間力と分子認識、液晶をそれぞれ題材とした講義を行う。 

 

From the perspective of material chemistry, we can recognize all the things, including living things, as the aggregates of atoms 

and molecules. The purpose of this course is to consider the technologies and problems facing modern society and also to 

develop interests in the material chemistry and principles of chemistry. The course deals with the air, ozone layer, global 

warming, energy and chemistry in society, water, acid rain, nanotechnology, polymers, intermolecular force, molecular 

recognition, and liquid crystals. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 空気 

2. 大気汚染と化学変化 

3. オゾン層と分子の構造 

4. 光化学 

5. 地球温暖化 

6. 分子の振動 

7. 燃焼 

8. エネルギー 

9. 水 

10. イオンの化学 

11. 酸性雨 

12. 材料ナノテクノロジー 

13. 高分子 

14. 液晶 

 

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

高校の化学を復習しておくことが望ましい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(30%)/毎回の授業内の演習（5 点×14 回）(70%) 

 

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. 廣瀬 千秋（訳）、2015、『実感する化学 上巻 地球感動編』、NTS 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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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(Niiza) 

(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） 
 

学期 

（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） 

日本語 

(Japanese) 

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。身近な課題として日常的に具体的な議論ができ

る。これらが目標である。 

 

The student can understand the current status of life sciences and advanced medical technologies in line with individual health 

and medical demands called personalized medicine or precision medicine together with the scientific and social backgrounds. 

The student can consider the problems and future prospects. The student can routinely discuss specific issues as familiar 

issues. These are the goals. 

 

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

基礎知識を身に付け、自ら考え決めていくことができる素材の提供を目指したい。 

 

We will comment on the achievements of today's life sciences and advanced medical technologies that we often hear about in 

the media, etc. from the viewpoint of realization of the hope to improve individuals' physical health and diseases. We will aim to 

provide materials so that students can acquire basic knowledge according to their own interests and think on their own in 

various scenes from natural science principles to medical treatment, bioethics, and social welfare scenes. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 全体概要 

2. 不妊の原因と治療の実際 

3. 生殖医療技術の原理と問題点 

4. 再生医療の可能性 

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. 終末期医療・延命治療 

12. 脳死と臓器移植、植物状態 

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） 

毎回課題 2 題を出題、提出された解答を採点し合計して評価(100%) 

【変更前】筆記試験(Written Exam)70%, 平常点(In-class Points)30% (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） 
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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(Niiza) 

(Universities And Science Technology) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
現代社会人の教養として大学での学びを位置付け直す 

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） 

日本語 

(Japanese) 

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） 

現代社会はすでに社会それ自体が科学技術に依存している。AI、自動運転、ロボティクス、再生医療等の実装により社会は科学

技術化の度合いを益々高めると予想されるが、より良い社会の実現のためには私たち一人一人が文・理の枠を超えて議論でき

るようになる必要があろう。 

そこで本授業では、受講者が科学技術と社会の将来を議論できるようになることを目的とし、科学技術の歴史的な変遷および科

学技術が社会に浸透するに至った経緯とその際の大学の役割を学ぶ。これらの知識の獲得を通じて、受講者は自身の大学での

学びを多角的に見つめなおし、今後の学び方や学びの活かし方を自ら描けるようになるだろう。 

 

Modern society is already dependent on science and technology. It’s assumed that society’s dependence on science and 

technology will increase with the inclusion of technology such as AI, robotics, automated driving systems, and regenerative 

medicine. But further discourse, by each and every one of us, is necessary to develop an even better society. 

The goal of this course is to give participants the knowledge and skills to discuss the future of science, technology and society. 

They will learn the development of science and technology, and the process of it becoming the basis of society throughout 

history, as well as the universities’ role in this matter. With this course, participants will be able to more deeply understand the 

significance of what they are learning in university as a whole, and create a vision for the application of their studies. 

 

授業の内容（Course Contents） 

受講者は、まず講義を通じた科学技術と大学に関する知識のインプットを行う。科学の歴史的な変遷。科学と科学技術の違い。

大学と科学技術はいつどのように登場し、どんな過程を経て現在の姿に至ったか等を学ぶことで、大学における学びの意味を問

い直す。講義は、講師との対話やスモールディスカッションを挟みながら、インタラクティブに進められる。 

講義終盤では、それまでに得た知識や視点を総動員し、科学技術と大学の将来についての調査・テーマ設定・討議・発表を、グ

ループワークを通じて行う。試験は行わないが、受講者には授業への積極的な参加が求められる。 

 

Participants will first learn basic knowledge of science, technology and universities; the change of science across history, the 

difference between science and techno-science, when and in what way universities and techno-science emerged, and how they 

developed into their current states. Through this, we reexamine the significance of what one is learning in university. The course 

will be interactive, based on discussion between the instructor and participants. 

When the course ends, participants will engage in group work such as research, choosing themes, discussion and presentation. 

There will be no exam, but active participation is required.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 古代から中世の科学・技術① 

3. 古代から中世の科学・技術② 

4. 大学の誕生① 

5. 大学の誕生② 

6. 近代科学の成立① 

7. 近代科学の成立② 

8. 科学技術の誕生① 

9. 科学技術の誕生② 

10. 現代における大学と科学技術① 

11. 現代における大学と科学技術② 

12. グループワーク① 

13. グループワーク② 

14. グループワーク③およびまとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 
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各回の予習と復習として、テキストの該当箇所および配布資料を読み込むこと。また、グループワークでは発表内容の調査・検

討・資料作成を行うため、授業時間外でメンバー同士のコミュニケーションが求められる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業参加度(50%)/グループワーク(30%)/レポート(20%) 

レポートは定期試験扱いではなく、授業中に回収する。また、レポートの課題図書としては、下記参考文献を予定している。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 2019、『アカデミア世界史』、浜島書店 (ISBN:978-4-8343-2026-8) 

 

参考文献（Readings） 

1. ジャレド・ダイヤモンド他著，吉成真由美インタビュー・編、2012、『知の逆転』、NHK 出版 (ISBN:978-4-14-088395-2) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

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） 
 

学期 

（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） 

日本語 

(Japanese) 

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。身近な課題として日常的に具体的な議論ができ

る。これらが目標である。 

 

The student can understand the current status of life sciences and advanced medical technologies in line with individual health 

and medical demands called personalized medicine or precision medicine together with the scientific and social backgrounds. 

The student can consider the problems and future prospects. The student can routinely discuss specific issues as familiar 

issues. These are the goals. 

 

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

基礎知識を身に付け、自ら考え決めていくことができる素材の提供を目指したい。 

 

We will comment on the achievements of today's life sciences and advanced medical technologies that we often hear about in 

the media, etc. from the viewpoint of realization of the hope to improve individuals' physical health and diseases. We will aim to 

provide materials so that students can acquire basic knowledge according to their own interests and think on their own in 

various scenes from natural science principles to medical treatment, bioethics, and social welfare scenes. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 全体概要 

2. 不妊の原因と治療の実際 

3. 生殖医療技術の原理と問題点 

4. 再生医療の可能性 

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. 終末期医療・延命治療 

12. 脳死と臓器移植、植物状態 

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） 

毎回課題 2 題を出題、提出された解答を採点し合計して評価(100%) 

【変更前】筆記試験(Written Exam)70%, 平常点(In-class Points)30% (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） 
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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） 

日本語 

(Japanese) 

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ようにできることを目標とする。 

 

Students will understand the relationships between universities/academism and science and technology from various 

perspectives. We will consider social issues involving science and technology as important and relevant for all of us living today 

beyond social and scientific distinctions. 

 

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・学問のあり方と絡めて考えていく。 

 

How should we understand the various problems involving science and technology in modern society, such as nuclear energy, 

radiation exposure, genetic modification, and chemical pollution, etc. While unraveling the relationships between 

universities/academism and science and technology, we will introduce the perspectives of history and sociology of science and 

technology, and consider them from a social aspects. In addition, we will consider them in relation to the way of 

universities/academism. 

 

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――歴史 概説 

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. 科学研究の評価の仕組みと社会的観点――研究成果の発表と流通・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 

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・学問のあり方を問い直す――専門分野の細分化と連関 

13. 大学・学問のあり方を問い直す――大学資本主義と公共性 

14. まとめ 

（授業の進捗度・理解度等により、上記の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や問題意識を発展させ，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，最終レポートの作成に向け、準備を早めに開始し、学習を進めること。 

 

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） 
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1. 金森修、2015、『科学の危機』、集英社 

2. 平川秀幸、2010、『科学は誰のものか』、NHK 出版 

3. 吉見俊哉、2011、『大学とは何か』、岩波書店 

4. 隠岐さや香、2018、『文系と理系はなぜ分かれたのか』、星海社 

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(Niiza) 

(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） 

日本語 

(Japanese) 

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。 

 

What role does archeology play in understanding of the Bible as a religious document? What has the Biblical faith made influence 

to archaeological research? Tracing the history of Biblical archaeology , we will look forward to the future of the studies and 

researches of Bible, archaeology, and ancient western Asian history. 

 

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。 

 

We will examine the relationship between Bible thought, Israeli history research, and archaeological research from various points 

of view. We will also deepen our knowledge about each field. 

 

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 旧約編』を学期中に各自通読すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report 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. 山我哲雄、2013、『一神教の起源』、筑摩書房 (ISBN:978-4-480-01581-5) 

3. 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) 

4. 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) 

2020 年 9 月 4 日付変更（変更理由：品切のため以下のテキスト情報を削除） 

【変更前】著者名：山我哲雄、書籍名：『聖書時代史<旧約篇>(岩波現代文庫) 』、出版社：岩波書店、出版年：2003 年、ISBN:978-

4006000981 

 

参考文献（Readings） 

1. Raphael Greenberg. 2020. The Archaeology of the Bronze Age Levant : From Urban Origins to the Demise of City-States, 



 

 - 864 - 

3700-1000 BCE. CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS (ISBN:9781107111462) 

2. Jonathan S. Greer et al. 2018. Behind the Scenes of the Old Testament: Cultural, Social, and Historical Contexts. Baker 

Academic (ISBN:978-0801097751) 

3. Mario Liverani. 2014. The Ancient Near East: History, Society and Economy. Routledge (ISBN:9780415679060) 

4. William H. Stiebing Jr.. 2017. Ancient Near Eastern History and Culture. Routledge (ISBN:978-1138082403) 

5. Michael D. Coogan. 2012. A Reader of Ancient Near Eastern Texts: Sources for the Study of the Old Testament. Oxford Uni 

Press (ISBN:978-0195324921) 

6. I・フィンケル、2018、『ノアの箱舟の真実──「大洪水伝説」をさかのぼる』、明石書店 (ISBN:978-4750346083) 

7. E・クライン. 2018. B.C.1177. 筑摩書房 (ISBN:978-4480858160) 

 

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(Niiza) 

(Introduction to Philosophy) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
「理性」の位置づけの変遷 

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） 

日本語 

(Japanese) 

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） 

伝統的に「理性」はどのように位置付けられてきたか、そしてその位置づけはどのように変遷してきたのかを知り、日常の様々な

場面で意識できるようにする。 

 

Students will get to know how ”reason” has been positioned, and how its position has changed, so that they can be aware in 

various everyday situations.  

 

授業の内容（Course Contents） 

理性を、単に自然を秩序化するだけでなく、自然に対し野蛮な支配力を振るうものでもあると解釈し直すに至った西洋思想の流

れを学ぶ。 

 

 

We will learn about the flow of Western thought  came to interpret reason as not merely ordering nature but also exerting a 

savage power over nature. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 理性＝徳＝幸福： ソクラテス 

3. 理性の正しい使用： デカルト 

4. 純粋理性（１）： カント 

5. 純粋理性（２）： カント 

6. 理性の狡知（１）： ヘーゲル 

7. 理性の狡知（２）： ヘーゲル 

8. 大いなる理性： ニーチェ 

9. 悲劇： ニーチェ 

10. ソクラテスのイロニー： ニーチェ 

11. 技術批判： ハイデガー 

12. 監視： フーコー 

13. 理性の野蛮性： アドルノ 

14. まとめ 

 

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

各回の授業で扱った問題について説明できるように自分なりにまとめ、次回の授業の予習としてください。 

 

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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■FF603 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

地域研究への招待                    新座(Niiza) 

(Introduction to Regional Studies) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
「地域」という可能性 

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） 

日本語 

(Japanese) 

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） 

 地域を捉えた学問的営為を回遊しながら、フィールドワークに基づいた地域研究に求められる知識・技術・態度・問題意識など

を学習する。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。 

 

You will learn the knowledge, skills, attitudes, awareness of issues, etc. required for area studies based on fieldwork. Develop 

the humanistic attitude that you can overcome something while respecting it rather than resigning yourself to the current 

situation. 

 

授業の内容（Course Contents） 

 人や情報の自在な移動・交流が可能になった現代に、「地域」という理解はいかに成立できるのだろうか。講義では、人間中心

主義と文化相対主義に影響された 20 世紀の技法と理解を捉え直すことで、現在的かつ妥当的な地域研究のあり方を考える。 

 

How can we establish understanding of "regions" in the present age, when people and information can freely move and 

interact？ In this course, we will reconsider the methods and understandings of the 20th century influenced by 

anthropocentrism and cultural relativism to consider the current and appropriate way of area studies. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス：講義のねらい 

2. 「地域」とは何か （視座の時代性と文化性） 

3. 「文化」「社会」と近代 （有機体論的理解の亡霊） 

4. フィールドワークと他者 （調査の暴力を超えるために） 

5. フィールドの知 （内省と変容の技法） 

6. 戦略としての「誌」 （翻訳的な理解と記述） 

7. インタールード：20 世紀的理解と地域像 

8. 「理解」という誤解 （文化相対主義の課題） 

9. 客体化される「伝統」 （多文化の政治性） 

10. 「状況」と「応答」 （存在・事象の過程と文脈） 

11. 理解の基盤はどこか （ヒューマニズム的人間観の限界） 

12. 地域の語り場 （存在論的理解の地平） 

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） 

 「学び」は他人が課す作業ではありません。講義内容の理解のために、自らの不足を補うことを自覚して復習に努めて下さい。

そこで生じた新たな疑問や関心についての研鑽があれば、それは発展的な学習になります。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

中間レポート〈授業前半分のレポート〉(40%)/最終レポート〈授業後半分のレポート〉(40%)/オンライン授業時の小課題・コメント・質

疑応答の内容・発展的学習の成果など(20%) 

2020.5.5 付変更【変更前】平常点(In-class Points) 100 ％ （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 (15%) 、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）は内容を吟味して加算点として考慮する(5%)） 

 

テキスト（Textbooks） 

使用しません。 

 

参考文献（Readings） 

授業時に紹介します。 



 

 - 867 - 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

◇ シラバスを熟読の上で履修してください。 

◇ オンライン授業では、Zoom によるリアルタイム配信と Blackboard および G suite による課題・資料の配信・掲示を組み合わせ

て運営する予定です。不慣れな状況に苦慮する機会は多いと思いますが、対面の授業とは異なる可能性を新たに構築できれば

と考えています。 

 

2020.5.5 付変更 

【変更前】 

シラバスを熟読の上で履修してください。 

授業は講義形式で、スライドや映像などの視聴覚資料を適宜利用します。 

教室では質疑・応答を交えてすすめるので、積極的な参加を期待します。 

受講者への連絡（テスト日程等）は大学ポータルサイト（Blackboard）を利用します。 

 

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(Niiza) 

(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 

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） 

日本語 

(Japanese) 

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。 

 

Students will become able to think about their own school experience and current educational problems based on concepts for 

analyzing the functions, practices and problems of school education. 

 

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。 

 

We have all experienced education in various ways, and education may be familiar to everyone. We see discussions about 

education in various media (TV, newspapers, the internet, and other sources), and the overwhelming majority of the agenda is 

"what the education should be like." In this course, we will stay away from such agenda and consider, from a sociological point 

of view, "What function education has" and "What kind of educational practice is viewed as a problem" with a focus on school 

education. 

 

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. 近代公教育と教育方法の成立過程 

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） 

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

【変更前】筆記試験(Written Exam)60%, 平常点(In-class Points)40% (リアクションペーパーの提出 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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■FF605 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

歴史学への招待                     新座(Niiza) 

(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） 
未定(MITEI) 

学期 

（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） 

日本語 

(Japanese) 

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） 

敗戦から現在までの日本の戦後史の流れを把握し、当時の日本社会の実態を理解すると同時に、現在の日本社会の諸問題に

ついて歴史的視点から関心を持つことができるようになることを目標とする。 

 

In this lecture, you will grasp the comprehensive history of postwar Japan and understand the actual situation of Japanese 

society at the time. The goal of the lecture is to be able to take an interest in the current issues in Japanese society from a 

historical perspective. 

 

授業の内容（Course Contents） 

本講義では敗戦から現在に至る戦後日本史を概観すると同時に、高度成長期に表出した日本社会の実態を多角的な視点から

検証してゆく。加えて、戦後の日本における政治や経済の構造・特質や、「消費」活動の特徴、社会運動などの戦後日本社会の

諸側面についても学び、戦後日本の理解を深めてゆく。 

 

This lecture will give an overview of postwar Japanese history from the defeat to the present and verify the actual situation of 

Japanese society from various perspectives during the high growth period. This lecture will also learn about various aspects of 

postwar Japanese society, such as structure and characteristics in politics and economy, characteristics of "consumption" 

activities, social movements, etc. Through this lecture, it will deepen understandings of postwar Japan. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 占領下の日本 

3. 占領下の社会（「誉れの子」から戦災孤児へ） 

4. 冷戦と講和 

5. 高度成長の時代 

6. 高度成長期の社会①（高度成長期の都市と地域） 

7. 高度成長期の社会②（女性労働者と家族） 

8. 高度成長期の社会③（学校教育の変遷） 

9. 経済大国への道 

10. 現代の日本・世界 

11. 戦後の日本社会①（政治的・経済的支配の構造と特質） 

12. 戦後の日本社会②（「消費」活動の特徴と変遷） 

13. 戦後の日本社会③（戦後社会運動の構造と変容） 

14. 戦後の日本社会④（戦後日本社会の分断と境界） 

 

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・レジュメは次回講義までに読み直して講義に臨むこと。 

・新聞、雑誌、テレビ、ラジオなどのメディアで取り上げられるニュースに関心を持ってあたるようにすること。 

・理解度を深めるため、講義中に紹介する参考文献を読むことが望ましい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(70%)/小レポート(Short Report)(30%) 

レポート試験(Report Exam)(70%)/小レポート(Short Report)(30%) 

2/3 以上の出席をしていない場合は，単位修得不可。(If you don't attend more than two-third in the lecture, you'll not be able 

to earn the credit.) 

【変更前】筆記試験(Written Exam)70%, 平常点(In-class Points)30% (レポート 30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特に指定しない。プリント・レジュメ等を講義中に適宜配布する。 
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参考文献（Readings） 

講義の中で適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

講義の進捗状況によっては講義内容を変更する場合がある。 

 

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(Niiza) 

(Invitation to Law) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
スポーツと法のかかわりを考える 

担当者名 

（Instructor） 
村本 宗太郎(MURAMOTO SOTARO) 

学期 

（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） 

日本語 

(Japanese) 

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） 

社会の中でなぜ法は必要とされるのか。自由な活動であるスポーツと、社会の規範である法はどのように関わっているのか、学

生間の議論を通じて理解することを目標とします。 

 

Why are laws necessary in a society? The course aims to understand the relationship between sports as free activities and laws 

as social norm through student discussion. 

 

授業の内容（Course Contents） 

本授業は 2 回の授業で 1 つのテーマを学習するものとします。1 回目の授業で講師が具体的なスポーツと法の関わる事例を紹

介し、事例に対する基本的な知見及び考え方を講義します。2回目の授業では学生間の議論を通じて、スポーツと法の問題に対

する解決策を探るものとします。 

 

Single theme will be studied in two classes. In the first class, specific cases involving sports and law will be introduced and a 

lecture will be given on basic knowledge and approach towards the case study. In the second class, resolution for issues 

concerning sports and law will be explored through student discussion. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業ガイダンス 

2. 法とは何か、社会の中で法はなぜ必要とされるのか 

3. スポーツとは何か、スポーツと法はなぜかかわるのか 

4. スポーツにおけるルールとモラル、スポーツマンシップ 

5. スポーツにおける勝利追及とフェアプレーについて議論する 

6. スポーツ指導者に求められる考え方と責任 

7. 理想的なスポーツ指導のあり方について議論する 

8. スポーツ場面における暴力の発生 

9. 部活動における体罰問題について議論する 

10. スポーツにおけるジェンダーにまつわる問題 

11. スポーツにおける平等と公平について議論する 

12. ドーピング問題の現状と課題 

13. ドーピング問題とアスリートについて議論する 

14. 授業総括 

 

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

各回の授業テーマに関連した新聞記事を大学のデータベースで検索及び印刷し、記事の内容に対するコメントを用意してくること

を課題とする。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(45%)/各回の課題提出状況(30%)/授業態度（議論への参加等）(25%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 日本スポーツ法学会監修、2017、『標準テキストスポーツ法学第 2 版』、エイデル研究所 (ISBN:9784871686082) 

2. 井上俊・菊幸一編著、2012、『よくわかるスポーツ文化論』、ミネルヴァ書房 (ISBN:9784623061181) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業内では学生間の議論を積極的に行うため、能動的な授業参加を求めます。 
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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(Niiza) 

(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） 

日本語 

(Japanese) 

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） 

本講義は以下の取得を目的とする 

①経営戦略理論と経営組織論の基礎的理論の理解 

②事例を通した経営分析手法の理解 

 

The main aim of the course is for students to acquire the following: 

1) Understand the basic theories of management strategy and management organization 

2) Understand management analysis methods through case studies  

 

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、日本企業の実例を通して受講者の理解を深め

る講義を行う。 

担当教員は、本学経営学科卒業の後、メガバンク勤務があり、組織運営の事例では本学と他大学の比較や金融業界を採り上げ

る予定である。 

 

After explaining the basic theories of business administration necessary for "learning modern business," lectures will be given 

to deepen students' understanding through examples of Japanese companies. 

The faculty member in charge is from our university (Department of Business, from the athletic association volleyball club), and 

has experience working at a megabank. In the organizational management case studies, we plan to compare our university with 

other universities and the financial industry.   

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 本講義を学ぶ意義 

2. 企業の分類 法律面と経済面からの分類 

3. コーポレートガバナンスについて 

4. 経営戦略論（1）全社戦略と事業ドメイン 

5. 経営戦略論（2）多角化戦略とポートフォリオマネジメント 

6. 経営戦略論（3）競争戦略論 ポジショニングと資源ベース 

7. 経営戦略論（4）協調戦略とダイナミックケイパビリティ 

8. 経営組織論（1）組織の定義 

9. 経営組織論（2）組織デザイン 

10. 経営組織論（3）組織のライフサイクル 

11. マーケティング論（1）基本理論と概念変遷 

12. マーケティング論（2）セグメンテーション他 

13. 企業の健康経営の取組み 

14. 経営分析論 定性分析と定量分析 

 

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

時事問題に関心を持ってください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(100%) 

【変更前】筆記試験 100％ 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 
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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 (978-4-7944-2497-6c3034) 

 

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(Niiza) 

(Invitation to Sociology 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
社会調査の基本と方法 

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） 

日本語 

(Japanese) 

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） 

現代社会を科学的・客観的に知るための社会調査の基本的な考え方や方法論を習得するとともに、そうした方法論を用いて社会

調査を行ったり、基本的なデータの分析と解釈を行ったりすることができるようになることを目指す。 

 

The aim of the course is for students to acquire the basic ideas and methodologies of social research for scientifically and 

objectively understanding contemporary society, and to become able to conduct social research and analyze and interpret basic 

data using these methodologies. 

 

授業の内容（Course Contents） 

この授業では、現代社会の現実を科学的・客観的に把握するための社会調査の基本的方法を学んでいく。具体的には、①社会

調査の概要、②質問紙調査（量的調査）の設計、③データの整理・分析の方法といったことを学び、さらに公式統計の活用や質的

調査の方法についても学習する。特に質問紙調査に関しては、実際に質問項目を作ったり、データをパソコンで集計・分析したり

することの基本を学ぶ。 

 

In this course, students will learn the basic methods of social research to grasp the reality of modern society scientifically and 

objectively. Specifically, students will learn about (1) Outline of social research, (2) Design of questionnaire surveys (quantitative 

surveys), (3) Methods of data arrangement and analysis, etc., and also methods of utilization of official statistics and qualitative 

surveys. Especially in the case of questionnaire surveys, students will learn the basics of actually creating questions and 

aggregating and analyzing data on a computer. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション―社会調査とは何か 

2. 社会調査の種類とその考え方 

3. 質問紙（量的）調査の基本と質問紙の設計 

4. 調査の実施と集計の準備 

5. データの分析（１）―度数分布と代表値を確認する 

6. データの分析（２）―従属変数と独立変数の関連について学ぶ 

7. データの分析（３）―分析結果の解釈の仕方について学ぶ 

8. 量的調査の実際（１）―サンプリングと推測の考え方を知る 

9. 量的調査の実際（２）―統計的検定の考え方を理解する 

10. 公式統計、データアーカイブの活用（１）―公開されている統計データの活用方法について学ぶ 

11. 公式統計、データアーカイブの活用（２）―データの再集計と結果の提示の仕方について学ぶ 

12. 質的調査（１）―質的調査の考え方について学ぶ 

13. 質的調査（２）―質的調査の代表的な方法（インタビュー、フィールドワーク、参与観察等）について学ぶ 

14. 調査倫理と社会調査の限界 

 

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

授業期間内には随時小課題が出されるほか、PC(Microsoft Excel 等)を使用した量的データの分析を行うため、エクセルなどの

操作に不慣れな者は事前にその操作について習得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)(70%)/授業期間中に数回出す小課題(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特定のテキストは使用しない。 

 

参考文献（Readings） 
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1. 大谷信介ほか編著、2013、『新・社会調査へのアプローチ：論理と方法』、ミネルヴァ書房 (ISBN:4623066541) 

2. 森岡清志編著、2007、『ガイドブック社会調査 第２版』、日本評論社 (ISBN:4535582467) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業の内の数回は PC 教室を使用した実習形式の授業を予定している。 

 

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(Niiza) 

(Community  and Welfare) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
リノベーションを通じた公共空間の創出 

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） 

日本語 

(Japanese) 

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，自分たちの問題として深く考えるための理論

と実践例を学ぶ。「廃校」や「空き家」などの活用事例を知り，その意義を理解する。 

 

Students will learn the theory and practice to think deeply about their problems in (re)use/renovation of "spaces" seen in 

various situations. Students will come to know the examples of using "closed schools" and "vacant houses" and  understand 

the significance. 

 

授業の内容（Course Contents） 

「空き家」や「廃校」が増加するなかで，その利活用が進んでいる。それは，いかなる背景から生まれ，どのような意味があるの

か。このような関心から，まず講義の前半では，公共性，空間や建物，ハードとソフトの関係に関する原理的考察を行う。次に後

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，公共性など。以

上を通じて，公共空間やシェア空間の（再）構築・創出が，自分たちに身近な問題であり，多様な実践可能性に開かれていること

を示す。 

 

With the increase of "vacant houses" and "closed schools," their utilization is advancing. What is the background to this and 

what does it mean? From such an interest, in the first half of the course, we will make a fundamental study of publicness, space 

and buildings, and the relationship between tangible and intangible factors. Next, in the second half, we will look at renovation 

examples of "closed schools and vacant houses." Keywords are renovation, common space, sharing, publicness, etc. Through 

the above, we will show that (re)construction and creation of public spaces and shared spaces is a problem we see all around us 

that is open to diverse practical possibilities. 

 

 

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. 事例紹介：廃校の活用 

7. 事例紹介：同上 

8. 事例紹介：同上 

9. 事例紹介：同上 

10. 中間考察もしくはその他の事例 

11. 事例紹介：空き家の活用～ シェアハウス 

12. 事例紹介：空き家の活用～ エリア・リノベ―ジョン 

13. 事例紹介：空き家の活用～それ以外 

14. まとめと展望 

 

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） 

レポート試験(Report Exam)(80%)/リアクションペーパー(20%) 

【変更前】筆記試験(Written Exam)90%, 平常点(In-class Points)10% (リアクションペーパーと授業態度 10%) 

 

テキスト（Textbooks） 
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なし。 

 

参考文献（Readings） 

1. 権安理、2018、『公共的なるもの』、作品社 (ISBN:9784861826719) 

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なるよう努める。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（平常点に反映される場合がある）。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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■FF610 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

観光学への招待                     新座(Niiza) 

(Introduction to Tourism) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 

観光現象の学問的理解 

(Academic understanding for tourism phenomena) 

担当者名 

（Instructor） 
麻生 憲一(ASOH KEN-ICHI) 

学期 

（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） 

日本語 

(Japanese) 

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） 

１）観光現象を体系的に理解する。 

２）観光に関する基本的知識を習得する。 

３）観光と地域との関わりを考える。 

 

1) Understand the tourism phenomena systematically. 

2) To acquire basic knowledge about tourism. 

3) Consider the relationship between tourism and the region. 

 

授業の内容（Course Contents） 

本授業では、観光に関する歴史的・理論的・政策的・実証的側面の基本的な知識を体系的に理解し、習得していくことを目的とす

る。観光の語源、概念、歴史的変遷、そして現在の観光にかかわるさまざまな現象を学問的に概観していく。なお場合によって授

業中にビデオ鑑賞なども行う予定である。 

 

The purpose of this lecture is to systematically understand and acquire basic knowledge on historical, theoretical, policy, and 

empirical aspects of tourism.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション（授業概要説明） 

2. 観光の概念と語源 

3. 観光の財・サービスとしての特性 

4. 観光・旅行の歴史（日本の観光史） 

5. 国内観光の現状 

6. 国際観光の現状 

7. 日本の観光政策 

8. 観光対象と世界遺産 

9. 観光統計と経済効果 

10. 観光産業の事例①・・・旅行業 

11. 観光産業の事例②・・・観光レジャー産業 

12. 観光資源の活用とまちづくり 

13. ホスピタリティと観光産業 

14. 観光の持続可能性（SDGｓ） 

 

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

日頃から観光に関する記事やニュースに関心をもち、その動向を把握しておくこと。授業で配布した資料をよく読みなおし、しっか

り復習すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(80%)/小テスト 1(10%)/小テスト 2(10%) 

【変更前】筆記試験(Written Exam)80%, 平常点(In-class Points)20% (小レポート 20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業中に指示をします。 

 

参考文献（Readings） 

授業中に指示をします。 

 

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

 

 

  



 

 - 882 - 

■FF611 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

文学への招待                      新座(Niiza) 

(Introduction to Literature) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
アメリカの短篇小説・詩を読む 

担当者名 

（Instructor） 
関根 全宏(SEKINE 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） 
 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

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） 

アメリカ文学の代表的な作家の短篇小説・詩を読み、文学作品に対する造詣を深める。 

 

The course aims to deepen knowledge of literature by studying short novels and poems by iconic authors of American literature. 

 

授業の内容（Course Contents） 

毎回一つの短篇小説ないしは何篇かの詩を読み、それぞれの作家・作品の特徴を理解していきます。各回で扱う作品の作者略

歴や時代背景等を教員が講義した後、受講者間で作品に関する意見・解釈・問題提起等を共有し、様々な視点から作品を読ん

でいきます。毎回リアクションペーパー（小レポート）を提出し、学期末には一番興味をもった作品について短評を書いてもらいま

す。 

 

Read one short novel or several poems in each class to understand the characteristics of each author and work. After a lecture 

on biography of the author and historic background for each work, the students will share opinions and interpretations, and 

present issues concerning the works to gain understanding from diverse perspectives. A reaction paper (small report) is to be 

submitted at each class, and a small review is to be written on the most interesting work at the end of the semester. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション（アメリカ文学概説） 

2. ワシントン・アーヴィング「リップ・ヴァン・ウィンクル」（短篇） 

3. エドガー・アラン・ポー「黒猫」（短篇） 

4. エドガー・アラン・ポー「アナベル・リー」「大鴉」（詩） 

5. ハーマン・メルヴィル「バートルビー」（短篇） 

6. ウォルト・ホイットマン「アメリカの歌声が聞こえる」（詩）他 

7. エミリー・ディキンソン「わたしは死のために立ち止まれなかったので」(詩）他 

8. ロバート・フロスト「選ばなかった道」（詩）他 

9. アーネスト・ヘミングウェイ「インディアン・キャンプ」（短篇） 

10. ウィリアム・フォークナー「あの夕陽」（短篇） 

11. リチャード・ブローティガン「東オレゴンの郵便局」（短篇） 

12. レイモンド・カーヴァー「シェフの家」（短篇） 

13. レイモンド・カーヴァー「優しい光」（詩）他 

14. 最終レポート 

 

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

各回で扱う作品を事前に読み、気になった一節や問題提起したい箇所、自分の解釈を持参する。 

各作家・作品の特徴や解釈等を自分の言葉でまとめておく。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業参加度(20%)/リアクションペーパーの内容(40%)/最終レポート(Final Report)(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

適宜プリントを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 平石貴樹、2016、『アメリカ短編ベスト 10』、松柏社 (ISBN:4775402374) 

その他随時授業で紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■FF612 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

身体学への招待                     新座(Niiza) 

(invitation to studies of performing arts) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 

シェイクスピア/ワイルド 

PERFORMING SELF 

担当者名 

（Instructor） 
田崎 英明(TAZAKI HIDEAKI) 

学期 

（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） 

日本語 

(Japanese) 

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） 

シェイクスピアとワイルドの演劇を通して近代社会における自己とパフォーマンスとの関係について理解を深め、パフォーマンスと

いう観点から社会、歴史、文化を論じることができるようになる。 

 

Through the theatrical works of Shakespeare and Oscar Wilde, this course aims to understand the relationship between the self 

and its performance in the modern society. Successful students will be able to criticize modern society and its culture from the 

view point of performativity. 

 

授業の内容（Course Contents） 

講義形式で行う。立教時間にアップしたテキストおよび映像教材を用いる。 

 

The teacher gives lectures using some visual materials and text excerpt from Terry Eagleton and other authors. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. シェイクスピアの時代のイングランドにおける少年俳優と異性装 

3. 『お気に召すまま』1 

4. 『お気に召すまま』2 

5. 『お気に召すまま』3 

6. 負債と身体の出会い 

『ヴェニスの商人』1 

7. 『ヴェニスの商人』2 

8. 『ヴェニスの商人』3 

9. 『ヴェニスの商人』4 

10. ヴィクトリア期のダンディ 

オスカー・ワイルド 

11. 『真面目が肝心』1 

12. 『真面目が肝心』2 

13. 『真面目が肝心』3 

14. まとめ 

 

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

立教時間にあげる参考文献に事前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)(80%)/毎回課すリアクション・ペーパー(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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■FF613 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

いのちの尊厳と福祉                   新座(Niiza) 

(Sanctity of life and Welfare) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
医療保険「一部負担」の根拠を追う 

担当者名 

（Instructor） 
芝田 英昭(SHIBATA HIDEAKI) 

学期 

（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） 

日本語 

(Japanese) 

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） 

通常、医療保険には「一部負担（或いは患者負担）」が存在することが当然だと考える人は多い。しかし、一部負担の根拠に関

し、「厚生白書」「厚生労働白書」全てを調べても、必ずしも正確な答えは得られない。では何故、根拠の明確でない「一部負担」

が存在するのかを、基本的人権や健康自己責任論から考える。 

 

Many people assume health insurance will at least partially pay for medical care. However, even if we examine all of the White 

Paper on Health and Welfare or White Paper on Welfare and Labor regarding the basis of the partial costs, an accurate answer 

cannot always be obtained. We consider the lack of clarity on "partial costs" through the lens of basic human rights and health 

self-responsibility theory. 

 

授業の内容（Course Contents） 

各年度版厚生白書（厚生労働白書）の医療保険に関する記述を解説し、「一部負担」の位置付けを理解する。「一部負担」の実態

に関して理解を深め、一部負担がなくても「医療保険」が運営できることを学ぶ。 

 

In this course, students will be able to explain the medical insurance statement in each fiscal year's White Paper on Health and 

Welfare and understand the role of "partial costs," deepening their understanding of the concept and learning that public 

medical insurance can be operated without partial costs. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 健康は自己責任か 

2. 医療保険「一部負担」の意味とは 

3. 厚生白書（厚生労働白書）に見る医療保険「一部負担」記述の変遷・・・1950 年代厚生白書 

4. 厚生白書（厚生労働白書）に見る医療保険「一部負担」記述の変遷・・・1960 年代厚生白書 

5. 厚生白書（厚生労働白書）に見る医療保険「一部負担」記述の変遷・・・1970 年代厚生白書 

6. 厚生白書（厚生労働白書）に見る医療保険「一部負担」記述の変遷・・・1980 年代厚生白書 

7. 厚生白書（厚生労働白書）に見る医療保険「一部負担」記述の変遷・・・1990 年代厚生白書 

8. 厚生白書（厚生労働白書）に見る医療保険「一部負担」記述の変遷・・・2000 年代厚生白書 

9. 厚生白書（厚生労働白書）に見る医療保険「一部負担」記述の変遷・・・2010 年代厚生白書 

10. 医療保険「一部負担」に関する先行研究 

11. 一部負担の受信抑制と世界のトレンド 

12. 医療保険の保険料・一部負担の未来展望 

13. 人間の尊厳と社会保障 

14. 人権としての社会保障と能力の共同生 

 

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

必ず事前にテキストを読んでおくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/個人発表：40%(40%) 

【変更前】筆記試験(Written Exam)80%, 平常点(In-class Points)20% (リアクションペーパーと出席 20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 芝田英昭編著、2019、『医療保険「一部負担」の根拠を追う』、自治体研究社 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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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） 

日本語 

(Japanese) 

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。 

 

What role does archeology play in understanding of the Bible as a religious document? What has the Biblical faith made influence 

to archaeological research? Tracing the history of Biblical archaeology , we will look forward to the future of the studies and 

researches of Bible, archaeology, and ancient western Asian history. 

 

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。 

 

We will examine the relationship between Bible thought, Israeli history research, and archaeological research from various points 

of view. We will also deepen our knowledge about each field. 

 

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 旧約編』を学期中に各自通読すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report 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. 山我哲雄、2013、『一神教の起源』、筑摩書房 (ISBN:978-4-480-01581-5) 

3. 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) 

4. 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) 

2020 年 9 月 4 日付変更（変更理由：品切のため以下のテキスト情報を削除） 

【変更前】著者名：山我哲雄、書籍名：『聖書時代史<旧約篇>(岩波現代文庫) 』、出版社：岩波書店、出版年：2003 年、ISBN:978-

4006000981 

 

参考文献（Readings） 

1. Raphael Greenberg. 2020. The Archaeology of the Bronze Age Levant : From Urban Origins to the Demise of City-States, 
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3700-1000 BCE. CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS (ISBN:9781107111462) 

2. Jonathan S. Greer et al. 2018. Behind the Scenes of the Old Testament: Cultural, Social, and Historical Contexts. Baker 

Academic (ISBN:978-0801097751) 

3. Mario Liverani. 2014. The Ancient Near East: History, Society and Economy. Routledge (ISBN:9780415679060) 

4. William H. Stiebing Jr.. 2017. Ancient Near Eastern History and Culture. Routledge (ISBN:978-1138082403) 

5. Michael D. Coogan. 2012. A Reader of Ancient Near Eastern Texts: Sources for the Study of the Old Testament. Oxford Uni 

Press (ISBN:978-0195324921) 

6. I・フィンケル、2018、『ノアの箱舟の真実──「大洪水伝説」をさかのぼる』、明石書店 (ISBN:978-4750346083) 

7. E・クライン. 2018. B.C.1177. 筑摩書房 (ISBN:978-4480858160) 

 

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） 
映画で考える「哲学」 

担当者名 

（Instructor） 
渡名喜 庸哲(TONAKI YOTETSU) 

学期 

（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） 

日本語 

(Japanese) 

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） 

・映画に現れるさまざまなテーマを読み解き、そこから「哲学する」仕方の基本を身につける。 

・自分で「哲学する」ための道具として西洋哲学の概念や考え方を理解する。 

 

The main objectives of this course is as follows: 

 

・Interpret various themes that appear in the movies to learn the basics of how to "philosophize" by focusing on the various 

issues of the present day. 

・Understand the concepts and ideas of Western philosophy to be able to utilize them as a tool to "philosophize" yourself. 

 

授業の内容（Course Contents） 

この授業では、映画を題材に、それについて「哲学する」仕方を身につけることを目指します。 

ただし、映画論や映画評論は取り扱いません。いくつかの映画を題材にして、「哲学する」ことをめざします。かといって、「哲学

史」の講義をやるつもりはありません（事前に哲学の専門的を知識をもっている必要はありません）。いくつかの専門用語や歴史

的・社会的背景さえ押さえれば（ここは解説します）、「哲学」は（ものを真剣に考えようとする人ならば）誰に対しても開かれていま

す。映画を「食材」に、西洋哲学の概念や考え方を「調理道具」にして、どのような学問分野を専門にしている方にとっても、自分

自身で「哲学する」ことができるような方法を身につけていただくことが最終目標です。 

 

毎回、一つないし複数の映画・映像作品を主題とします。履修者はあらかじめそれを見て、それについて自分なりに事前に考え、

Blackboard に感想・分析を投稿してください。それに応答するかたちで、西洋哲学の基本概念を用いながら解釈を試みます。授

業内でもできるだけインタラクティブなかたちで履修者との議論を取り入れて行きたいと思います。 

最終レポートでは、履修者が各自で映画・映像作品を設定し、それについて「哲学」していただきます。 

 

The purpose of this course is to enable learning as to how to "philosophize" with various themes that appear in the movies. 

However, we do not deal with movie theories or criticisms; morever, we do not intend to give a "lecture" on the "History of 

Philosophy" in a traditional sense. With a few concepts and historical or social backgrounds, "philosophy" can be opened to 

anyone who is serious about thinking. This course aims at learning how to "philosophize" by using some frames of Western 

philosophy and through themes dealt in some contemporary movies. Students will learn basic concepts of Western philosophy, 

and in each course, we will set one or more movies as a main theme. Students are expected to watch the movie in advance and 

place their opinions on the blackboard. In the final report, students will be asked to select a movie of their choice and present 

an original "philosophical" analysis on it. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション：映画でどう哲学するか 

2. 『２００１年宇宙の旅』と「人間の条件」 

3. 『アバター』と「生命環境」 

4. 『わたしを離さないで』と臓器移植 

5. ロボットを愛することができるか（1）『her／世界でひとつの彼女』と『エクス・マキナ』 

6. ロボットを愛することができるか（2）『Ａ．Ｉ．』 

7. 『ブレードランナー』とバイオテクノロジー 

8. 『Psycho-Pass』とドローン時代 

9. 「災害」をどう考えるか：『生きものの記録』と『君の名は。』 

10. 『風の谷のナウシカ』と「絶対戦争」 

11. 『天気の子』と「人新世」 

12. 『ソイレント・グリーン』と「食べること」 

13. 『進撃の巨人』・『メッセージ』と「意味」をもつこと 

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

次回の授業で取り扱う映画を視聴する。  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加（リアクションペーパーの提出等）(40%)/中間レポート(20%)/期末レポート(40%) 

【変更前】平常点(In-class Points)100% (中間レポート 20%平常点（授業への参加、事前投稿）,40%最終レポート(Final Report),40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

適宜プリントを配布します。下記の参考文献は有益ですが、必ずしもそれに従うわけではありません。 

 

参考文献（Readings） 

1. 吉川 孝, 横地 徳広, 池田 喬（編）、2019、『映画で考える生命環境倫理学』、勁草書房 (ISBN:978-4-326-10273-0) 

そのほか適宜授業中に紹介します。 

 

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） 

日本語 

(Japanese) 

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。 

 

The goal is for students to re-evaluate existence and ethics as an image and to be able to express it in their own words. 

 

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ます。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、感じ取れるのではないでしょうか。 

  この講義では、プラトン、スピノザ、カント、キルケゴール、ウィトゲンシュタイン、シモーヌ・ヴェイユといった哲学者の思想の核

を捉えることによって、芸術作品が醸し出す美の閃光において映し出された愛、善、動機、正義といったものが、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作品／文学作品：宮崎駿『となりのトトロ』、ジュゼッペ・トルナトーレ『ニュー・シネマ・パラダイス』、想田

和弘『Peace』など／サン=テグジュペリ『星の王子さま』、フロベール『ボヴァリー夫人』、寺山修司『誰か故郷を想わざる』など。 

 

It can be said that the words of Novalis that, "Every science will be poetry, after it has become philosophy" mean that 

intelligence is essential to our lives, and express that this intelligence ultimately shines from an aesthetic emotion that we 

possess. This concept is deeply realized in the mysterious "something" that each of us feels in our hearts that wants to 

express this aesthetic emotion, for example in the fact that "Iliad" and "Heike Monogatari" have been handed down orally. 

 In this course, by capturing the core of the thinking of philosophers such as Plato, Spinoza, Kant, Kierkegaard, Wittgenstein and 

Simone Weil, I would like to consider how the love, goodness, motives, and justice, etc. reflected in the flash of beauty created 

by works of art cause our imagination (= ability to make images) to fully bloom and promote similar thinking. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 愛の媒介の役割 

3. 記憶を「思い出す」ということ 

4. 不在とイメージ 

5. 「見ること」から「創ること」へ 

6. 星空と心の確かさ 

7. 喜びと悲しみ 

8. 沈黙と言葉 

9. 「言葉がないこと」と社会的威信 

10. 遠さと近さの逆転 

11. 美と善 

12. 美的感情と「生の創造」 

13. 象徴と約束 

14. まとめと補足 

 

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、日常生活や読書体験のなかで類比的に捉え直し、表現することが求められます。 

 

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%)/受講態度(25%) 

【変更前】筆記試験(Written Exam)60%, 平常点(In-class Points)40% (受講態度・積極性 40%) 
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テキスト（Textbooks） 

1. シモーヌ・ヴェイユ著、今村純子訳、2018、『シモーヌ・ヴェイユ アンソロジー』、河出文庫 (ISBN:978-4309464749) 

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。 

 

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） 
古代ギリシア・ローマ世界への扉 

担当者名 

（Instructor） 
山口 元樹(YAMAGUCHI MOTOKI) 

学期 

（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） 

日本語 

(Japanese) 

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） 

古代ギリシア・ローマの歴史と社会に関する知識を、現代日本との比較を意識しつつ習得する。「歴史への扉」となりうる事物が

私たちの身の回りにあふれていることを理解する。 

 

Students are expected to acquire knowledge of the ancient Greek and Roman worlds and history. Comparing our society to the 

ancient Greek and Roman worlds, students are expected to understand that a door to history is always close by. 

 

授業の内容（Course Contents） 

毎回、私たちにとってなじみ深く、古代ギリシア・ローマ時代にもすでに存在していたトピック・事物を取り上げ、古代ギリシア・ロー

マ世界を詳しく紹介・説明する。取り上げる予定のトピックは「授業計画」欄に記載してある通りだが、受講者の興味・関心・リクエ

スト次第で取り上げるトピックを変更する可能性がある。 

 

 

This course focuses on explaining the ancient Greek and Roman worlds. Topics to be discussed are things that are familiar to 

us and that had already existed in ancient society in a different form. Although the topics are presented as following the course 

schedule, they might change according to the interests or requirement of students.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 古代ギリシアの基礎知識 

3. 古代ローマの基礎知識 

4. 古代ローマの学校 

5. 都市ローマの建築 

6. 古代ローマの家族 

7. 女性と政治 

8. 医者と医術 

9. 病院 

10. 災害 

11. 暴動 

12. 旅行 

13. カレンダーと祝祭 

14. 初期キリスト教とローマ帝国 

 

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

予習として、授業時に配布するプリントに示された文献を読み、内容をメモしておく。また、他に授業テーマに関連するであろう文

献があれば書誌情報と内容をメモしておく。復習として、予習で作成した文献メモと授業内容のノート・メモ類を比較し、共通点・相

違点を把握することで、古代ギリシア・ローマ世界に関する理解を更に深める。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

ワークシート（授業内課題・コメント）(100%) 

【変更前】筆記試験(Written Exam)70%, 平常点(In-class Points)30% (リアクションコメント 30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

テキストは特に指定しない。授業の各回で資料を配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 長谷川岳男, 樋脇博敏、2004、『古代ローマを知る事典』、東京堂出版 (ISBN:9784490106480) 

2. 周藤芳幸, 村田奈々子、2000、『ギリシアを知る事典』、東京堂出版 (ISBN:9784490105230) 
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授業時に文献リストを配布する。第 1 回では授業全体と第 2 回に関連する文献リストを配布し、第 2 回以降は各次回の授業に関

連する文献リストを配布する。ただし、適宜追加の文献リストを配布する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

・資料の配布、リアクションペーパーの提出などに Blackboardを使用する予定である。 

・一度ゲストスピーカーをお招きしてお話しいただくことを予定している。 

 

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） 
ローマ共和政末期の政治史研究 

担当者名 

（Instructor） 
丸亀 裕司(MARUGAME 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） 

日本語 

(Japanese) 

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） 

ローマ共和政末期の政治の特徴を理解するとともに、歴史研究の方法や歴史学という学問のあり方を学ぶ。 

 

To understand the character of the politics in the late Roman republic and to learn the method and the nature of the historical 

research. 

 

授業の内容（Course Contents） 

共和政期のローマでは、法案の採決や公職者の選挙は市民の投票によって実施されていた。この講義では、重要な出来事や人

物に注目しながら、ローマ共和政末期の政治の特徴や、当時の市民の政治参加の実態を検討する。その際、史料や先行研究の

見解も参照することで、歴史研究の方法にも触れていきたい。 

 

Under the Roman republic, Roman citizens participated in politics through voting in the assemblies, by which the bills were 

passed and the magistrates elected. In this lecture, we consider the character of the politics and the realities of the citizen's 

political participation in the late republic, focusing on the important events or persons. Along with this, we would also refer to 

the sources that tell us the past and the arguments by modern scholars in order to learn the method of historical research. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション：授業の進め方と概要 

2. ローマ共和政の政治制度①：公職者と元老院 

3. ローマ共和政の政治制度②：民会 

4. ローマ共和政末期の政治をめぐる研究動向①：かつての正統学説 

5. ローマ共和政末期の政治をめぐる研究動向②：最近の研究動向 

6. グラックス兄弟と共和政末期のはじまり 

7. マリウスとローマ軍 

8. 独裁官スッラの改革とそれへの反動 

9. 軍隊指揮官ポンペイウス 

10. 弁論家キケロ 

11. 選挙運動 

12. カエサルの台頭 

13. 共和政末期の内乱と帝政の成立 

14. まとめ 

 

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

配布資料やノートを読み直し、前回までの授業内容をしっかり復習した上で授業に臨むこと。また、授業で紹介する参考文献など

を読み、授業内容についての理解を深めるよう努めること。  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(70%)/リアクションペーパー(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特に指定しない。 

 

参考文献（Readings） 

授業中に適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■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） 
「住む」ことから戦後史を学ぶ 

担当者名 

（Instructor） 
沼尻 晃伸(NUMAJIRI AKINOBU) 

学期 

（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） 

日本語 

(Japanese) 

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） 

「住む」という日常史的観点から、第二次大戦後の日本史を理解する 

 

This course aims to teach modern Japanese history from the viewpoint of everyday life, especially living. 

 

授業の内容（Course Contents） 

第二次大戦後の日本における「住む」ことの歴史に関して、それを単なる住宅供給の歴史として捉えるのではなく、人々はどのよ

うに快適な生活環境を作ってきたのかという点に注目して概説します。その際に、生活困窮者や障がい者、在日外国人などにと

っての「住む」ことの歴史にも注目します。 

 

The course will introduce the history of living in Japan after World War II, not focusing on the history of the housing supply but 

rather on how people have created a comfortable living environment. It will also draw attention to the history of impoverished 

sections of the society, people with disabilities, and foreigners living in Japan. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. この授業の問題関心 

2. 戦後改革と「住む」ことの変化 

3. 高度経済成長と「住む」こと（１） 

4. 高度経済成長と「住む」こと（２） 

5. 高度経済成長と「住む」こと（３） 

6. １９７０年代〜１９８０年代の変化（１）ーー革新自治体と「住む」こと 

7. １９７０年代〜１９８０年代の変化（２）ーー企業社会化と「住む」こと 

8. １９７０年代〜１９８０年代の変化（３）ーー消費社会化と「住む」こと 

9. １９７０年代〜１９８０年代の変化（４）ーーまとめ 

10. 新自由主義の展開と「住む」ことの変容（１）ーー1990〜2000 年代 

11. 新自由主義の展開と「住む」ことの変容（２）ーー1990〜2000 年代 

12. 新自由主義の展開と「住む」ことの変容（３）ーー1990〜2000 年代 

13. 戦後史を見通しての総括 

14. 理解度の確認 

 

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

戦後史は既に７０年以上が経過していますが、高校までの勉強では戦前日本の近代史は取り上げていても、戦後の７０数年の歴

史に関しては、あまり学んでこなかった人が多いと思います。その意味で、戦後史の大まかな流れは、各自予習してきてくださ

い。また、初めて学ぶ内容が多いと思うので、授業ごとに講義内容の復習をおこない、不明な点は早めに質問してください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート提出１回目(40%)/レポート提出 2 回目(40%)/出席とリアクションペーパー(20%) 

授業の理解度を確認するレポート提出を、２回求めます。<BR>【変更前】筆記試験(Written Exam)60%, 平常点(In-class 

Points)40% (レポート（２回）40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特になし。 

 

参考文献（Readings） 

1. 森武麿ほか、2002、『現代日本経済史 新版』、有斐閣 (ISBN:4641159017) 

2. 大門正克、2011、『Jr. 日本の歴史 ７ 国際社会と日本』、小学館 (ISBN:9784092930179) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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授業中の私語や、やむを得ない事情を除く授業の早退は、ご遠慮願います。 

 

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） 
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） 

日本語 

(Japanese) 

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。 

 

Through an understanding of the society and life culture of Medieval and Early Modern Europe, which are different in the dual 

senses of era and region, students will gain a stance to position and grasp history and culture in its context. In addition, 

students will become able to think about upon what kinds of approaches and historical sources they have obtained their 

knowledge about the past. 

 

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。 

 

Taking urban societies in Europe from the Middle Ages to Early Modern times as examples from various angles, we will study the 

diversity of societies and cultures from the historical perspective, and also consider the possibilities of various approaches to 

historical research. 

 

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 

4. 中世都市の社会構造と同職組合 

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） 

各回の課題(70%)/期末レポート(30%) 

課題の提出が開講回数の 2/3に達していなければ期末レポートは受け付けない。2020年 6月 8 日付変更 【変更前】平常点

100％（学期中の小レポート 30％×2 回，最終レポート 40％）。備考：学期中の小レポートを 2回とも提出することを最終レポート

提出の条件とする。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 
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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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■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） 
都市から視る日本現代史 

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） 

日本語 

(Japanese) 

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） 

 今日の日本における地域をめぐる問題の所在とその形成過程を歴史的に理解すること。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。 

 

 Understand the locations of regional problems in Japan today and the process of their formation from a historical perspective. 

In addition, be able to accurately explain such understanding in writing. 

 

授業の内容（Course Contents） 

 グローバル化が喧伝される今日の時代、「東京一極集中」の一方で「地方消滅」論が大きな衝撃をもって迎えられるなど、ローカ

ルな地域は大きく再編されようとしている。そこでは「日本」というナショナルな枠組みも、もはや自明ではなくなりつつある。グロー

バルな利害関係がローカルな地域のあり方を直接規定しつつあるのである。 

 そうした今日の状況が形成される過程を歴史的に理解するために、本講義ではローカルな地域、とりわけ都市の視点から日本

の現代史を論じる。 

 

 In the age of globalization, local regions are starting to be restructured, with the "local decline" theory having a big impact in 

contrast with "Tokyo centralization." The national framework of "Japan" is also becoming less obvious. Global interests are 

directly defining the way of local areas. 

 In order to understand the process by which this current situation has formed from a historical perspective, this course will 

discuss contemporary Japanese history from the perspective of local regions, especially cities. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1.  イントロダクション 

2.  敗戦前後の都市農村関係 

3.  人口の自然増減と社会移動 

4.  「昭和の大合併」と大都市制度 

5.  変容する地域と都市問題(1)―住宅・交通 

6.  変容する地域と都市問題(2)―屎尿処理と上水道 

7.  変容する地域と都市問題(3)―「東京ゴミ戦争」 

8.  変容する地域と都市問題(4)―都市化と教育問題 

9.  都市問題と全国総合開発 

10.  自民党「都市政策大綱」と「列島改造」 

11.  「四全総」と「世界都市」論 

12.  石原都政と「メガロポリス」 

13.  規制緩和と大都市再開発 

14.  グローバル化の時代の都市農村関係 

 

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%)/小テスト(40%)/中間レポート(20%) 

レポートはガイドラインを設定して「論文」に準じる水準で書けるよう指導･評価するので，その覚悟をもって履修すること。 

 

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｡ 
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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)） 

 

 

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） 
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） 

日本語 

(Japanese) 

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。 

 

Students will study the method of understanding and describing about the regions with different angles. Students will find out 

their data and documents, then reach to integrate them.  

 

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。 

 

Students will find out the fundamental way to approach, to set up their theme and to collect data for regional studies. Student 

will make their presentation and make up their reports as their assigned part in their theme to use data and documents. 

 

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. 宮内泰介、2008、『自分で調べる技術』、岩波書店 

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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■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） 
現代アフリカの諸問題をフィールドワークする 

担当者名 

（Instructor） 
橋本 栄莉(HASHIMOTO ERI) 

学期 

（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） 

日本語 

(Japanese) 

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） 

現代アフリカが抱える諸問題を、文化人類学的視点から読み解くことを目指す。具体的には、フィールドワークの方法論、民族と

歴史、紛争と難民、若者とライフコースなどのテーマについて、文化人類学の理論や教員のフィールド経験などを参照しながら理

解を深める。 

 

In this class, we will learn the problems of modern Africa from a cultural anthropological perspective. Specifically, we will study 

fieldwork methodologies, ethnicity and history, conflicts and refugees, youth and life courses, and other topics with reference to 

theories of cultural anthropology. 

 

授業の内容（Course Contents） 

日本社会において、アフリカは紛争や貧困、難民といった「問題」とセットで語られることが多い。その一方で、実際にそこに生きる

人々が何を考え、どのようにさまざまな問題に対処しているのかが報じられることは極めて少ない。文化人類学のフィールドワー

クは、対象社会に暮らす人々の視点から世界を捉えることを目指す。本授業では、フィールドワークにもとづき、アフリカの民族紛

争や難民、若者たちの新たな像を提示することによって、文化人類学・地域研究の可能性を探究する。 

 

In Japanese society, Africa is often described as a set of "problems" such as conflict, poverty and refugees. However, very few 

people report what people living there actually think and how they deal with various problems. Anthropological fieldwork aims to 

capture the world from the perspective of people living in the target society. This class explores the potential of cultural 

anthropology and area studies by presenting some other images of African ethnic conflicts, refugees and youth based on 

fieldwork. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 文化人類学とフィールドワーク（１）：他者を知る技法 

3. 文化人類学とフィールドワーク（２）：フィールドワークの実際 

4. アフリカの民族と歴史（１）：植民地統治から国家の独立まで 

5. アフリカの民族と歴史（２）：国家と地域社会 

6. アフリカの「民族紛争」をフィールドワークする（１） 

7. アフリカの「民族紛争」をフィールドワークする（２） 

8. アフリカの難民（１）：「難民問題」とは誰の「問題」か 

9. アフリカの難民（２）：難民の暮らしと文化 

10. アフリカの難民（３）：自助組織の機能と可能性 

11. アフリカの若者とライフコース（１）：「若者」とは誰か 

12. アフリカの若者とライフコース（２）：若者の身体と社会 

13. アフリカの若者とライフコース（３）：現代の若者が抱えるジレンマ 

14. まとめ 

 

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

授業の前に、授業内容とかかわる事件や問題についてニュースなどで調べてくること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

小課題(30%)/小課題(30%)/最終レポート(40%) 

平常点（小課題①＋小課題②＋期末レポート） 

【変更前】筆記試験(Written Exam)80%, 平常点(In-class Points)20% (リアクションペーパー20%) 

 

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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■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） 
世界の高大接続はどうなっているか――入試・学力／能力・評価―― 

担当者名 

（Instructor） 
伊藤 実歩子(ITO MIHOKO) 

学期 

（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） 

日本語 

(Japanese) 

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） 

日本及び海外の高大接続（入試）の方法とその意義や課題を理解し、そのうえで、教育方法学の基本的な用語を使って積極的に

議論し、発表し、論述することができる。 

 

The student understands the methods, significance and issues of connected high school and university (entrance exams) in 

Japan and overseas, and can actively discuss, present, and argue their case using basic terms of teaching methods. 

 

授業の内容（Course Contents） 

どのような高大接続（入学試験・後期中等教育終了資格試験）の方法であれば、適切に学生を選抜することができるか。日本で

は大学が学生を選ぶが、欧米では学生が大学を選択する。後期中等教育終了資格試験が高校側あるいは中央で用意されるの

が一般的である。高校での学びと大学での学修をスムーズに接続する選抜の方法はあるのか。 

授業はこのような問いをもって、受講生の文献講読、発表、議論によって展開される。 

 

What kind of connected high school and university (entrance exams/upper secondary education completion certification exams) 

would make it possible to select students appropriately? In Japan, universities select students, but in the West, students select 

universities. Typically, the upper secondary education completion certification exam is prepared by the high school or centrally. 

Is there a selection method that can smoothly connect high school study and university study? 

In this course, students will read, present, and discuss the literature, based on such questions. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 高大接続とは何か 

3. 高校までで学習したことと、大学で必要とされる能力はどのように評価されるべきか（１） 

4. 高校までで学習したことと、大学で必要とされる能力はどのように評価されるべきか（２） 

5. 高校までで学習したことと、大学で必要とされる能力はどのように評価されるべきか（３） 

6. 大学入試の歴史（１） 

7. 大学入試の歴史（２） 

8. 大学入試の歴史（３） 

9. 世界の入試制度――後期中等教育修了資格試験――（１） 

10. 世界の入試制度――後期中等教育修了資格試験――（２） 

11. 世界の入試制度――後期中等教育修了資格試験――（３） 

12. どのような入試であれば、高大接続を可能にするか（１） 

13. どのような入試であれば、高大接続を可能にするか（２） 

14. まとめ 

 

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

本講義は、予習復習の時間を非常に長く必要とする授業である。たくさんの文献を毎週読んでくる課題が与えられる。 

発表はグループで行うために、授業外において、グループで積極的に作業する必要がある。 

また、授業においても、積極的に議論に参加し、グループ活動をしなければならない。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(70%)/授業内課題①(10%)/授業内課題②(10%)/授業内課題③(10%) 

授業内課題は、オンラインで受講生みなに公開し、共有するものとなる。<BR>【変更前】筆記試験(Written Exam)100% 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 伊藤実歩子編著、2020、『変動する大学入試』、大修館書店 (ISBN:978-4469222722) 

【変更前】本講義で必要な文献は、講義内で示す 
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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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■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） 

日本語 

(Japanese) 

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 

 

 Students will find out about the study of law and how law is related to society. 

 

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。 

 

 For many people, when they hear the word "law," they feel that it is a somewhat dull, uninteresting, and prudish field, and they 

often do not realize the relationship between the law and their own lives. But in practice, law has a very rich and appealing 

content, and law plays an important role throughout our society. In this course, we will introduce and consider the discussions 

of various fields about what style of legal debates are being conducted in law studies, what legal fields are related to our lives, 

and how. 

At the beginning of the course, students will be asked to realize the types of arguments and thinking used in law studies using 

simple examples. After that, we will take up familiar and topical issues from each field of civil law, criminal law and public law, 

and consider actual law while also keeping in mind the above-mentioned types of discussions and thinking. 

 In addition, students will be actively asked questions in class, so a positive attitude is expected. 

 

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） 

レポート試験(Report Exam)(100%) 

【変更前】筆記試験(Written Exam)100% 
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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） 

日本語 

(Japanese) 

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 

 

This course aims to explain the role of law in economic society. 

 

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。 

 

In this course, we will focus on issues related to consumer injury and learn how the law protects consumers from injury. 

 

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不当表示規制・基礎編 

6. 不当表示と景品の規制②不当表示規制・発展編 

7. 不当表示と景品の規制③景品の規制 

8. 取引被害と法①契約の成立、未成年者の消費者被害 

9. 取引被害と法②消費者契約法の仕組み 

10. 取引被害と法③クーリングオフ総論、訪問販売、特定継続的役務提供 

11. 取引被害と法④マルチ商法とネズミ講、通信販売、電子消費者契約 

12. 取引被害と法⑤消費者信用（消費者金融、クレジットカード） 

13. 取引被害と法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） 

講義レジュメを事前に blackboard で配布するので、レジュメと教科書や参考書の対応する箇所を読んで予習・復習すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

中間テスト(40%)/最終テスト(40%)/ミニレポート 1 回(20%) 

【変更前】筆記試験(Written Exam)100% 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 細川幸一、2018、『大学生が知っておきたい消費生活と法律』、慶應義塾大学出版会 (ISBN:9784766425697) 

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. 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) 

2. 杉浦市郎編、2020 春予定、『新・消費者法これだけは（第 3版）』、法律文化社 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

講義レジュメを blackboard で配布するので、事前に各自でダウンロードして持参すること。 

 

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） 

比較法とグローバリゼーション 

（Comparative Law and Globalization) 

担当者名 

（Instructor） 
貝瀬 幸雄(KAISE YUKIO) 

学期 

（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） 

日本語 

(Japanese) 

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） 

法学の学習に必要な外国法についての基礎知識を修得するために、比較法の方法、比較法の隣接諸領域、法族論、法とグロー

バリゼーションなどのテーマを学習する。とくにグローバリゼーションが比較法に及ぼす影響に注目する。不十分ではあるが、法

学入門としての役割も果たしたい。 

 

This course aims to provide a brief introduction to law. Additionally, to acquire the fundamental foreign law knowledge needed 

for the study of law, students  will study the methods of and areas adjacent to comparative law; the doctrine of legal families, 

law, and globalization; and other topics. In particular, this course will focus on the impact of globalization on comparative law.  

 

授業の内容（Course Contents） 

担当者が執筆したテキストブックを用い、その内容についてくわしく講述する。比較法の基礎理論、すなわち比較法原論が講義の

中心となる。成績には影響しないが、講義の途中で歴史の基本的知識や実定法の内容を確認するために質問することがある。 

 

This course will use the textbook written by the department's chairperson. The lectures will focus on the basic theories and 

principles of comparative law. While they will not have any effect on grades, questions will be asked during lectures to confirm 

the students' basic knowledge of history and the details of positive law. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 比較法学の意義 

2. 比較法と隣接分野（１） 

3. 比較法と隣接分野（２） 

4. 比較法の方法（１） 

5. 比較法の方法（２） 

6. 法族論（１） 

7. 法族論（２） 

8. 法族論（３） 

9. 日本比較法学史（１） 

10. 日本比較法学史（２） 

11. 比較民事訴訟法序論 

12. ヨーロッパ民事訴訟法史（１） 

13. ヨーロッパ民事訴訟法史（２） 

14. ヨーロッパ民事訴訟法史（３） 

 

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

まずは、テキストを読んできていただきたい。復習は丹念に行うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(100%) 

【変更前】筆記試験(Written Exam)100% 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 貝瀬幸雄、2019、『比較法学入門』、日本評論社 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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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） 
イノベーションの経営学 

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） 

日本語 

(Japanese) 

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。 

 

The objectives are mainly to acquire the following knowledge and skills through the study in this course: 

(1) Be able to explain the development process of management theory and basic concepts of it.  

(2) Be able to explain the key concepts related to management of innovation.  

(3) Based on their theoretical knowledge, students will be able to analyze the behavior of company and show their perspectives 

on it. 

 

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。 

 

This course presents the theory and application of managerial functions; the processes of planning, organizing, leading, and 

controlling in a wide variety of organizational settings; and how the management of people and resources can accomplish 

organizational goals. 

In the first half of this course, you can learn about the theories of management historically; the theory of corporate organization 

and strategy. In the second half, we will focus on management of innovation (creation of new customer value) and discuss on 

the topics about strategic innovation or innovative organization. 

 

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：モチベーションの理論 

6. 経営組織に関する基礎概念 

7. 企業を取り巻く環境 

8. 成長戦略と PPM（Product Portfolio Management） 

9. 競争戦略と SWOT分析 

10. 財務諸表の見方：損益計算書・貸借対照表の基礎 

11. 財務諸表の見方：成長性・収益性・安全性分析 

12. イノベーションのパターン：キャズムを越えて 

13. イノベーターのジレンマとブルー・オーシャン戦略 

14. オープン・イノベーション：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。 
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成績評価方法・基準（Evaluation） 

確認小テスト(30%)/複数回の課題レポート(30%)/最終レポート(40%) 

【変更前】筆記試験(Written Exam)60%, 平常点(In-class Points)40% (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)） 

 

 

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） 

日本語 

(Japanese) 

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。 

 

The course aims to learn basic theories and frameworks of marketing by studying familiar business examples concerning the 

marketing theory and surrounding topics (product strategy, service marketing, branding, global marketing). 

 

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。 

 

The purpose is to learn what marketing is about. Familiar business examples will be picked up in the lectures to study how 

marketing theories are being applied. A balanced coverage will be given on the relationship with surrounding topics including 

product strategy, service marketing, branding, and global marketing.  

 

If requested by the students, business persons involved in this lecture will be invited as guest speakers. 

 

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） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/出欠、課題レポート(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。 

【変更前】筆記試験(Written Exam)60%, 平常点(In-class Points)40% (出席状況、リアクションペーパー40%) 

 

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 
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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。 

https://researchmap.jp/read0155639/ 

 

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） 

日本語 

(Japanese) 

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 

 

This course provides the following basic learning from the perspective of corporate governance in the new business of today. 

(1) Students can acquire basic knowledge of companies (ownership, management, and control) 

(2) Students can understand the relationship between society and business 

(3) Students can understand the changes of the times and the changes in companies 

 

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。 

 

It is no exaggeration to say that companies are essential to our society. In this course, we will learn about corporate structures, 

organizational systems, and management methods that have a major impact on society from the perspective of corporate 

governance. 

This is also about learning the roles and meaning of existence of companies in society. 

 

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：コーポレートガバナンス概念 

5. 企業システム 5：コーポレートガバナンスと日本的経営 

6. 企業経営の実態を学ぶ：実務者の招聘講義 

7. 経営戦略 1：経営戦略のトレンド 

8. 経営戦略 2：全社戦略・事業戦略・機能別戦略  

9. 経営戦略 3：経営戦略の策定プロセス 

10. 経営戦略 4：経営資源と戦略 

11. 企業経営の実態を学ぶ：実務者の招聘講義 

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. 企業と社会の関係、その課題 

 

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

授業時間外の学習は、必要に応じて授業内で指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

リアクションペーパー(60%)/授業内レポート(40%) 

欠席回数が 5 回を超えたものについては D 評価とする。 

【変更前】筆記試験(Written Exam)60%, 平常点(In-class Points)40% (コメントペーパー40%) 

 

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。 
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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、資料の配布は提示資料の抜粋であるため、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。 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 

 - 919 - 

■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） 
コミュニケーションへの想像力、他者への想像力 

担当者名 

（Instructor） 
小倉 康嗣(OGURA YASUTSUGU) 

学期 

（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） 

日本語 

(Japanese) 

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） 

 コミュニケーションとはなにか。コミュニケーションが、この社会に生きることとどう関わっているのか。いま、なぜ、コミュニケーシ

ョンが問題となるのか。コミュニケーションをめぐる根本的課題について、みずからの生き方や他者との関わり方、社会のあり方を

問いなおす問題として捉え、深く考えていくことが本授業の目標である。まちがっても巷にあふれている浅薄な「コミュニケーション

能力」の向上をめざしたものでは「ない」ので注意されたい。 

 

 What is communication? How is communication related to living in this society? Why communication become problem now? 

The goals of this class are to think deeply about and reframe subjects such as foundational issues surrounding communication, 

our lifestyles, our interaction with others, and current state of society. Students should not confuse this with “communication 

skill improvements” that are a dime a dozen. 

 

授業の内容（Course Contents） 

 コミュニケーションとはなにか、コミュニケーションが生きることや社会のあり方とどう関わっているのか、いまなぜコミュニケーシ

ョンが問題となるのかといった問題をめぐって、第二の近代（再帰的近代、リキッドモダニティ）、他者理解と自己理解、ライフスト

ーリーの知／オーラルヒストリーの知、対話と熟議の社会学といった視角から考察し、議論する。 

 特に後半では、圧倒的な他者の経験である「原爆体験の継承」というフィールドを通して、私たちを含む非被爆者にとっての〈原

爆という経験〉の人間的・社会的意味について考えていきながら、上述のコミュニケーションをめぐる問題を議論する。 

 他者の他者性と共感、実感のおよぶ範囲を拡げる、トラウマ感情の意味、弱さの力、当事者性とはなにかなど、体験者と非体験

者のコミュニケーションをめぐるトピックが論点となろう。 

 

 What is communication? How is communication related to current state of society and our lifestyles? Why is communication a 

problem now? Students will consider and discuss these issues from perspectives of Reflexive Modernity and Liquid Modernity, 

understanding about self and other, knowledge about life story and oral history, sociology of dialogue and deliberation. 

  In the second half, students will think about the passing on of a-bomb victim experiences. Students will think about human 

and social significance of this a-bomb victims experiences for us non-victims, while discussing communication issues mentioned 

above. 

 Students will discuss communication of Tojisha and non-Tojisha, including meanings of viewing others as “others”, expanding 

experience and area, emotion of trauma, strength of weakness, and meaning of involvement. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. コミュニケーションと生きること 

3. いま、なぜコミュニケーションが問題になるのか① 

4. いま、なぜコミュニケーションが問題になるのか② 

5. いま、なぜコミュニケーションが問題になるのか③ 

6. コミュニケーションの多様化と画一化、社会の個人化 

7. 他者理解と自己理解 

8. ライフストーリーの知／オーラルヒストリーの知 

9. 原爆体験の継承の現場から考える① 

10. 原爆体験の継承の現場から考える② 

11. 原爆体験の継承の現場から考える③ 

12. 原爆体験の継承の現場から考える④ 

13. 原爆体験の継承の現場から考える⑤ 

14. 対話と熟議の社会学 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 
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 学期全体を通して思考と議論を一回一回積み重ねていく授業展開となるので、断片的な出席や、受身の姿勢で臨むと授業につ

いていけなくなります（授業の積み重ねをふまえたグループワークもおこないます）。 

 出席は当然のこと、前回までの授業で積み重ねてきたこと（文脈）をしっかり把握したうえで、毎回の授業に臨んでください。 

 この授業では、みずから主体的に根気づよく考えぬく姿勢が強く求められます。 その覚悟をもって履修してください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(50%)/授業参加度（複数回にわたる授業内レポート）(50%) 

【変更前】筆記試験(Written Exam)60%, 平常点(In-class Points)40% (出席状況、リアクションペーパー、対話・議論への参加の積

極性 40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

 特に指定しない。授業時に資料を配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 小倉康嗣、2006、『高齢化社会と日本人の生き方――岐路に立つ現代中年のライフストーリー』、慶應義塾大学出版会 

(ISBN:4-7664-1320-2) 

2. 松尾浩一郎・根本雅也・小倉康嗣、2018、『原爆をまなざす人びと――広島平和記念公園八月六日のビジュアル・エスノグラフ

ィ』、新曜社 (ISBN:978-4-7885-1585-7) 

 授業時に適宜紹介するが、担当者による基本文献としては、上記文献のほか以下の文献が挙げられる。 

 

小倉康嗣 「生きられた経験へ――社会学を『生きる』ために」岡原正幸編『感情を生きる――パフォーマティブ社会学へ』慶應義

塾大学出版会、2014 年、14-36頁。 

 

 小倉康嗣「当事者研究と社会学的感染力――当事者研究と社会学との出会いのさきに」『三田社会学』第 19 号、 2014 年、55-

69 頁。 

 

 小倉康嗣 「ライフストーリー――個人の生の全体性に接近する」「生／ライフ――『生き方』を主題化し表現する」藤田結子・北

村文編『ワードマップ 現代エスノグラフィー――新しいフィールドワークの理論と実践』新曜社、2013 年、96-103 頁、172-181 頁。 

 

 小倉康嗣 「ライフストーリー研究はどんな知をもたらし、人間と社会にどんな働きかけをするのか――ライフストーリーの知の生

成性と調査表現」『日本オーラル・ヒストリー研究』第 7 号、2011年、137-155 頁。 

 

 小倉康嗣「参与する知を仕掛けていくパフォーマティブな調査表現――関わりの構築へ」『社会と調査』第 19 号、2017 年、44-

55 頁。 

 

 小倉康嗣「被爆体験をめぐる調査表現とポジショナリティ――なんのために、どのように表現するのか」浜日出夫・有末賢・竹村

英樹編『被爆者調査を読む――ヒロシマ・ナガサキの継承』慶應義塾大学出版会、2013 年、207-254 頁。 

 

 小倉康嗣「非被爆者にとっての〈原爆という経験〉――広島市立基町高校『原爆の絵』の取り組みから」『日本オーラル・ヒストリ

ー研究』第 14 号、2018 年、23-41 頁。 

 

 小倉康嗣「高校生が描く原爆の絵とエンパワーの連鎖――トラウマ的な感情の継承をめぐって」岡原正幸編『アート・ライフ・社

会学――エンパワーするアートベース・リサーチ』晃洋書房、2020 年、207-257 頁。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 本授業はオンラインですが、「授業時間外（予習・復習等）の学習」欄に記したような授業の性質上、対話を重視し、さらにグルー

プワークをたびたび実施する予定ですので、Zoomによるリアルタイム双方向形式でおこないます。履修者の皆さんには、基本的

にビデオ（カメラ）オン・発言時音声（マイク）オンで参加していただくことになりますので、履修にあたってはその点ご注意ください。 

 また、授業時間については、議論の状況によって延長しておこなう場合があるので、その点も注意してください。授業計画につ

いても、受講者の人数や反応によって有意義な変更をおこなうことがあります。 

 

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） 
宗教、ジェンダーと現代社会の対立点 

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） 

日本語 

(Japanese) 

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、主に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。もちろん、一方ではそれらとは異なる視点、対立点となる観点もある程度必要である。この意味では、特に宗教の視点からの

社会の分析を取り上げてみたい。人類にとって基本的に普遍的な現象とも考えられる宗教は、一方では近代社会では古いとか、

時代遅れとか見られる事もある。しかし実際には近代社会ではどのような意味合いを持っているのか、も考察していく。 

 

In modern society, there are major conflicts in various fields such as politics, economy, culture, religion and learning. This in 

itself is inseparable from the diversity of the modern era and is, in a sense, natural. The aim of this course is for students to 

comprehensively consider various conflicts in contemporary society, seemingly disjointed and complicated, mainly through a 

gender perspective, in an integrated manner. This view is based on the findings of sociology, which regards differences in 

sensitivity and awareness about gender and gender-based role division as very fundamental, and encompassing strong 

relationships with attitudes to other social issues. Sociology of gender and feminist theory form the basis of the theoretical 

framework. On the other hand, the instructor regards that it is of some importance that we consider different viewpoints and 

opposing perspectives that form some sort of counterpoints to the feminist theories. For this purpose, the course will also offer 

an introduction to topics as the sociology of religion as well as sociobiology. In particular, some notable attention will be given to 

the question of  how and why religion manages to be a relevant force in modern life.  

 

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。 

 

In principle, each class will be based on a lecture. Ideally we will have some degree of student participation, such as discussion 

sessions and Q&A. Whether they are feasible, however, will depend on the number of students enrolled.  

 

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. 宗教の社会学について。現在社会での宗教の位置付け。 

9. 原理主義的宗教運動の台頭、宗教とジェンダーの関係や対立。 

10. 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。 

11. 様々な宗教的世界観や行動について、文化的、歴史的背景との関係、国／地域差に関する社会学的知見等。 

12. 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。 

13. 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。 

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。時事問題的な事も取り上げたいため、授業進行時に興味を引く話題が出てくれば、随時取り上
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げていく予定。授業時間外の読了が前提となる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

数回の小テスト(35%)/リアクションペーパー／コメントカード(30%)/期末時点小レポート(35%) 

【変更前】筆記試験(Written Exam)60%, 平常点(In-class Points)40% (コメントカードと出席票 20%授業内小課題,20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

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) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

ジェンダーや宗教、あるいは政治とか文化にまつわる社会問題などで興味を引くような時事問題などが学期進行中に出てくれ

ば、授業内で紹介する一連の理論的枠組みから考察する事で取り上げていきたいと考えている。これらはシラバスの執筆期限で

ある一月半ばの段階では予期出来ない。そのため、ある程度の内容変更はありうる事を念頭に置いていてもらいたい。 

 

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） 
社会福祉とコミュニティ 

担当者名 

（Instructor） 
後藤 広史(GOTO 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） 

日本語 

(Japanese) 

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） 

・コミュニティの概念について理解する 

・社会福祉の諸課題をコミュニティと関連させて理解する 

・コミュニティを通して社会福祉の諸課題を解決する方法について理解する 

 

Understand the concept of community 

Understand social welfare issues in relation to the community 

Understand how to solve social welfare issues through communities 

 

授業の内容（Course Contents） 

本講義では、多義的な意味で用いられるコミュニティの概念について理解し、それを踏まえたうえで社会福祉の諸課題（Ex:「少子

高齢化」、「労働問題」、「ホームレス問題」、「精神障害」、「依存症」、「生活保護制度」）などを取り上げ、それらが生じる要因と解

決策をコミュニティという観点から検討する。 

なお、理解度・進捗状況によって授業計画には変更がありうる。 

 

In this course, students will understand the idea of community used in multiple senses, take up issues of social welfare based on 

this understanding (eg "decreasing birthrate and aging population," "labor issues," "homeless issues," "mental 

disability,""dependence,"and "Public assistance") and consider the factors that cause them and solutions from the perspective 

of community. 

The class plan may change depending on the students' level of understanding and progress. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション―本授業のねらい 

2. コミュニティを捉える視点／人口問題とコミュニティ①―少子高齢化社会の到来と社会福祉 

3. 人口問題とコミュニティ②／家族というコミュニティと社会福祉 

4. 「カイシャ」というコミュニティと社会福祉 

5. 貧困問題とコミュニティ 

6. ホームレス問題とコミュニティ①実態編 

7. ホームレス問題とコミュニティ②支援編 

8. ホームレス問題とコミュニティ③都市環境デザイン 

9. 子どもの貧困とコミュニティ①実態編 

10. 子どもの貧困とコミュニティ②支援編 

11. 精神疾患とコミュニティ 

12. 依存症とコミュニティ 

13. 生活保護制度とコミュニティ 

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） 

事前学修：授業終了時に次回の範囲について説明する。厚生労働省の HPや新聞・参考文献等を用いて事前学習を行うこと 

事後学修：授業終了時にその回で扱った範囲が下記参考書のどこに該当するのか説明するので、事後学修を行うこと 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業内課題①(33%)/授業内課題②(33%)/授業内課題③(34%) 

受講態度が悪い（私語等）場合は退出を求める。その他留意事項については初回の授業時で説明する。 

【変更前】筆記試験(Written Exam)100% 

 

テキスト（Textbooks） 
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テキストは使用しない。下記参考書などからレジュメを作成して配布する 

 

参考文献（Readings） 

1. 白波瀬佐和子 編、2019、『東大塾ーこれからの日本の人口と社会』、東京大学出版会 (ISBN:4130530275) 

2. 宇野重規、2018、『未来をはじめるー人と一緒にいることの政治学』、東京大学出版 (ISBN:4130331086) 

3. 広井良典、2009、『コミュニティを問いなおす―つながり・都市・日本社会の未来 』、筑摩書房 (ISBN:4480065016) 

4. プレディみかこ、2019、『THIS IS JAPAN ー英国保育士が見た日本』、新潮社 (ISBN:4101017514) 

5. 小熊英二、2019、『日本社会のしくみー雇用・教育・福祉の歴史社会学』、講談社現代新書 (ISBN:4065154294) 

6. 岩田正美、2007、『現代の貧困―ワーキングプア/ホームレス/生活保護』、筑摩書房 (ISBN:4480063625) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

・講義が中心となるが、必要に応じて映像資料を用いる。またグループワークを通したディスカッション・発表も適宜行う。授業ごと

にリアクションペーパーを配布し、次回の授業でフィードバックする。 

・その他の留意事項については初回の授業時で説明する。 

 

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） 

人は他者との関係なしには生きていけない。コミュニティをデザインすることはよりよい社

会、生き心地の良い社会を考える事でもある。他人事ではなく自分事としての視点で捉

え、実践に繋げていくことが目標である。 

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） 

日本語 

(Japanese) 

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こっているのか、それはどのような課題から生まれるのか、どうすれば解決に向か

うのか、自分なりに考え自分なりの解答を見出し、どんなに小さくても実践へと結び付けていくこと、そうした主体性をもつことが目

標であり、今後の社会で最も望まれることでもある。 

 

What is happening in the community where you live, what problems are there, how can they be solved? Students will think about 

their own solutions, and identify things they can do practically no matter how small they are. 

Learning is meaningless unless it leads to practice, and I also want you to know the enjoyment of putting things into practice.   

 

授業の内容（Course Contents） 

現代の社会問題の根源にあるもの、貧困格差や社会的排除等の課題は身近な自分のくらしに惹きつけて考察する中で真実が

見えてくる。現代はグローバルなものとローカルなものが分かち難い密接な関係にある。傍観者としてはいられない。基礎情報を

提供するので、自分なりに考え自分なりの結論を導き、何事にも主体者としての関わりを感じるような講義を心がける。毎回リア

クションペーパーを書いてもらい、それによって、最終的には「よりよい社会のあり方」のイメージに繋げていく。 

 

Where do modern social problems come from? As well as the visible aspects of problems such as "poverty," 

"isolation/unrelatedness," and "social exclusion," etc., we will consider why these problems exist in society and relate the 

issues to students' own lives. Students will be able to understand better when they relate these issues to their own lives. The 

examples have been chosen to facilitate such understanding. Also, we will conduct work so that students can directly feel the 

inseparable relationship between local and global within these issues. Students will create a concrete image of a better society 

for themselves as leaders, not bystanders.   

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス  

2. 日本の社会をどのように捉えるか① 日本人のくらしの変化 

3. 日本の社会をどのように捉えるか② 現代の社会問題とその背景が意味するもの 

4. 社会的格差を考える① 子どもの成長と地域社会の関係 

5. 社会的格差を考える② 子どもの貧困問題の及ぼす社会的損失 

6. 人とくらしの関係を考える① コミュニティを失うということ 

7. 人とくらしの関係を考える② あるコミュニティに育まれて 「共に生きる」とは何か 

8. 経済のあり方を考える①  韓国ソウル特別市の社会的経済推進と市民 

9. 経済のあり方を考える② グローバリゼーションと社会的連帯経済 

10. 経済のあり方を考える③ 協同組合の可能性と SDGs 

11. 市民自治を考える① 大都市圏における実践 

12. 市民自治を考える② 過疎地における実践 

13. 希望の持てる社会とは① よりよい社会のイメージ  

14. 希望の持てる社会とは② よりよい社会のための実践 講義のまとめ 

 

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

ガイダンス及び講義の進行に従い、参考図書、文献の紹介を行う。また、ゲストスピーカーから実践報告をしていただく。どの報

告も非常に興味深いものなので、本やインターネットを活用して復習してほしい。また、学生の興味に応じて、情報提供や紹介も

するので、積極的な態度で履修してほしい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

リアクションペーパー(30%)/中間課題レポート(30%)/最終課題レポート(30%)/出席態度(10%) 

 

テキスト（Textbooks） 
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なし 

 

参考文献（Readings） 

1. リチャード・ウィルキンソン、2010 年、『平等社会』、東洋経済新報社 (ISBN:978-4-492-22302-4) 

2. ロバート・パットナム、2017 年、『われらの子ども』、創元社 (ISBN:978-4-422-36001-0) 

3. 愛媛大学社会共創学部研究チーム、2018 年、『大地と共に心を耕せ』、農山漁村文化協会 (ISBN:978-4-540-17165-9) 

4. 日本財団子どもの貧困対策チーム、2016 年、『子供の貧困が日本を滅ぼす』、文藝春秋 (978-16-661092-1) 

5. 湯浅誠、2008 年、『反貧困』、岩波新書 (ISBN:978-4-00-431124-9) 

6. 湯浅誠、2017 年、『「なんとかする」子どもの貧困』、角川書店 (ISBN:978-4-04-082173-3) 

7. 堤未果、2018 年、『日本が売られる』、幻冬舎新書 (978-344-98518-6) 

錢本隆行『デンマーク流「幸せの国」のつくりかた』明石書店（2012 年） 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

ゲストスピーカーとの日程調整や、リアクションペーパーから判断して補足が必要だと感じた場合、内容や順番を変更する場合が

ある。 

長い実践経験も踏まえて得たモノを未来のある若者へ提供したいと考えているので、学びに対して真摯な態度を望む。真剣に学

ぶ者にとって、遅刻や講義中の私語、出入りは大変迷惑である。注意しても改善が見えない時は退席させる場合がある。 

 

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） 
観光産業の現状と特性 

担当者名 

（Instructor） 
斎藤 明(SAITO AKIRA) 

学期 

（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） 

日本語 

(Japanese) 

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） 

（１）観光ビジネス全体の特性を理解する 

（２）主要な観光産業の現状と特性を概説できる 

 

(1) Students will understand the overall characteristics of the tourism business 

(2) Students will be able to outline the current situation and characteristics of the major tourism industry 

 

授業の内容（Course Contents） 

本講義は、観光ビジネスを取り巻く外部環境を概観し、主要な観光産業における現状、特性、課題、諸課題への方策等に関し

て、事例紹介をもとに解説する。 

 

This course will give an overview of the external environment surrounding the tourism business, and explain the current 

situation, characteristics, issues, and measures for issues in the major tourism industry based on examples. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス：観光ビジネスの特性 

2. 観光ビジネスとマーケティング（１） 

3. 観光ビジネスとマーケティング（２） 

4. 地域観光事業の現状と事例（１） 

5. 地域観光事業の現状と事例（２） 

6. 旅行事業の現状と事例（１） 

7. 旅行事業の現状と事例（２） 

8. ホテル事業の現状と事例（１） 

9. ホテル事業の現状と事例（２） 

10. 情報環境の変化と旅行商品購買行動の変化 

11. テーマパーク事業の現状と事例 

12. 鉄道事業の現状と事例 

13. 事例研究（１） 

14. 事例研究（２） 

 

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、適宜講義中にお知らせする。  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(80%)/中間レポート(20%) 

【変更前】筆記試験(Written Exam)90%, 平常点(In-class Points)10% (リアクションペーパー(Blackbord による）10%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業の中で適宜資料配布する 

 

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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■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） 

日本語 

(Japanese) 

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。 

 

This course is aimed at students who are new to tourism. We use the words "traveler" and "tourist" rather vaguely. The 

purpose of this course is to review the history of tourism from the latter "tourist" and to think academically about the essential 

transition from "early modern tourism" to "contemporary tourism." 

 

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。文学者と場所を中心に

旅（あるいは旅行）について授業を進める予定である。後半は女性の旅に視点をおきながら授業を行う。 

 

Tourism is a word that was born in the 19th century. We will look at the transition from travel to tourism from the travel notes 

of writers whose theme is a journey to the Orient, which was popular among the intellectual class. In the late 19th century, 

travel became an industry called tourism with the advent of Thomas Cook. As of the 21st century, the tourism industry is one 

of the most important strategic areas for nations, and there is high interest in tourists. Travel is increasingly diversifying. We will 

offer classes on travel (or journeys) focusing on literary people and places. In the second half of the course, we will offer 

classes taking a woman's perspective on travel. 

 

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) イギリスの場合 （トマス・クック） 

4. 近代観光(1) 文学と旅 

5. 近代観光(2) フランスの場合 

6. 近代観光(2) 文学と旅（シャトーブリアン） 

7. 近代観光(2) 文学と旅（ゾラ） 

8. 近代観光(2) フランス人とバカンス 

9. 近代観光(3) アメリカの場合 

10. 近代観光(3) 女性の旅  ジャーナリズムと旅 1 

11. 近代観光(3) 女性の旅 ジャーナリズムと旅 2 

12. 日本女性の旅  林芙美子  

13. イギリス女性の旅 イザベラ・バード 

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） 

授業内レポート（出席点を含む）(40%)/毎授業時のリアクションペーパーの完成度(60%) 

リアクションペーパーは完成度を重視します。 

【変更前】筆記試験(Written Exam)50%, 平常点(In-class Points)50% (リアクションペーパー30%出席・授業への取り組み,20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特になし。 
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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)） 

 

 

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） 
観光現象および観光学の総合的理解 

担当者名 

（Instructor） 
李 崗(LI GANG) 

学期 

（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） 

日本語 

(Japanese) 

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） 

観光学の基礎知識を身につけ、多様な視点から観光現象を総合的に把握する。 

 

Students will acquire basic knowledge of tourism studies and comprehensively understand the tourism phenomena from various 

perspectives.  

 

授業の内容（Course Contents） 

本講義では、観光という多層的な社会現象について考える際の基礎的な視座を学ぶ。観光の歴史、観光産業、観光行動、観光

とメディア、観光と災害など、観光関連問題について国内外の事例を交えながら紹介し、観光学という学際的な学問領域を概観

する。 

 

In this course, students will learn basic perspectives when thinking about the multi-layered social phenomena of tourism. We will 

introduce tourism-related issues such as the history of tourism, tourism and environment, tourists' behavior, tourism and media, 

tourism and disasters, etc. By analyzing examples from Japan and foreign countries, we will introduce the main ideas of tourism 

study. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクションー観光と観光学の概念 

2. 観光の世界史① 

3. 観光の世界史② 

4. 観光の日本史① 

5. 観光の日本史② 

6. 観光まちづくり 

7. 持続可能な観光 

8. 観光とメディア 

9. スマート・ツーリズム 

10. 観光と巡礼 

11. 観光と文化 

12. 観光と福祉 

13. 観光と災害 

14. 最終テスト 

 

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

授業で紹介した諸視点を用いて、身の回りに生じている観光現象について意識的に考えること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席状況・授業への取り組み(25%)/授業内の課題(35%)/最終テスト(Final Test)(40%) 

なお、出席は 4 分の 3 以下の場合、成績評価の対象としない。 

 

テキスト（Textbooks） 

授業内容に合わせて、随時資料を配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. John Urry (原著), Jonas Larsen (原著), 加太 宏邦 (翻訳)、2014、『観光のまなざし』、法政大学出版局 (ISBN:458801014X) 

2. 前田勇、2018、『新現代観光総論-第 2 版』、学文社 (ISBN:4762027863) 

3. 山下晋司、2011、『観光学キーワード』、有斐閣 (ISBN:4641058911) 

授業内で関連書籍や論文などを紹介する。 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■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） 
ジェイムズ・ジョイス『ダブリンの市民』を読む 

担当者名 

（Instructor） 
岩田 美喜(IWATA MIKI) 

学期 

（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） 

日本語 

(Japanese) 

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） 

ジェイムズ・ジョイスの『ダブリンの市民』（1914）を精読し、短編小説の批評的な読み方を学ぶとともに、20 世紀初頭のアイルラン

ド文学が向き合っていた諸問題について考察します。 

 

This course will use a close reading of James Joyce's Dubliners (1914) to instruct students in learning how to read literary 

short stories from a critical viewpoint; it will also examine the issues of Irish literature in the early 20th century.  

 

授業の内容（Course Contents） 

ジェイムズ・ジョイスの短編集『ダブリンの市民』所収の短編を、毎週 1 作品ずつ精読します（最後の 1 編は中編のため、2 週に渡

って読みます）。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。また、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必要があります。最終試験（持ち込み不可）では、講義に関

する論述形式の問題が出題されます。 

 

We will closely read one short story in James Joyce's Dubliners every week (except the last story of the volume, which will be 

read over 2 weeks). The course will primarily involve lectures by the teacher, with some adjustments possible based on class 

size. Students will be required to submit a response paper based on their readings and the lecture for each class. In the final 

test (to which no materials may be brought in), students will be required to write an essay about the lecture on the spot. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業内容のイントロダクションと 20 世紀初頭のアイルランド文学についての概説 

2. 「姉妹」 

3. 「イーヴリン」 

4. 「レースの後で」 

5. 「二人の伊達男」 

6. 「下宿屋」 

7. 「小さな雲」 

8. 「対応」 

9. 「土」 

10. 「痛ましい事故」 

11. 「恩寵」 

12. 「死者たち」（1） 

13. 「死者たち」（2） 

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、作品の英語原文を適宜引用しながら講義を

進めます。授業の復習として、引用された原文を、辞書を引きながら改めて自ら読んでください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/授業内レポート(40%) 

欠席が 4 回以上となった場合は、成績評価の対象とならない。 

【変更前】筆記試験(Written Exam)60%, 平常点(In-class Points)40% (授業への参加度とレスポンス・ペーパーの内容 40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. ジェイムズ・ジョイス、柳瀬尚紀訳、『ダブリナーズ』、新潮文庫 (ISBN-13: 978-4102092033) 

2020 年 4 月 7 日付変更（変更理由：品切重版未定のため） 

【変更前】著者名：ジェイムズ・ジョイス、結城英雄訳、書籍名：『ダブリンの市民』、出版社：岩波文庫、出版年：2006、ＩＳＢＮ：978-

40032-25516 
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参考文献（Readings） 

参考文献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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■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） 
１８世紀フランス文学を読む 

担当者名 

（Instructor） 
坂本 浩也(SAKAMOTO HIROYA) 

学期 

（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） 

日本語 

(Japanese) 

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 

【8 月 29 日：時間割変更】 

 

授業の目標（Course Objectives） 

１８世紀フランス文学を読みながら、文学という学問の広がりを理解し、テクストを読み、それについて書く技術を身につける。 

 

While reading French literature in the 18th century, students will understand the breadth of the study of literature, read texts, 

and acquire skills to write about them. 

 

授業の内容（Course Contents） 

 本講義では、１８世紀フランスを対象として、その時代に書かれた文芸作品を読む。近代の誕生と言われる１８世紀フランスでは

同時代の文学が何を問題としたのかを検討する。 

 本講義は文学という学そのものについて考える機会でもある。現代文のテストでよくある「下線部を読んで著者の気持ちを説明

せよ」という問いに不信感を抱いていた学生を歓迎する。テクストを読むとはどういうことか、について講義全体を通じて考えてい

きたい。 

 受講者には授業準備として作品を読んでおくことが求められる。よって、毎回の予習が必要不可欠である。 

 

In this course, we will read literary works written during 18th-century France. We will examine the problems that were taken up 

by contemporary literature in 18th-century France, which is said to be the birth of modernity. 

This course will also be an opportunity for students to think about literature itself. We welcome students who distrust the 

question "Read the underlined part and explain the author's feelings," which is a common question in contemporary writing 

exams. Through the whole course, I would like to think about what it means to read texts. 

Students will be required to read the works in preparation for the classes. Therefore, advance study is essential for each class. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション①：文学という学？ 

2. イントロダクション②：１８世紀フランスの社会状況 

3. ルソー『人間不平等起源論』を読む① 

4. ルソー『人間不平等起源論』を読む② 

5. ルソー『人間不平等起源論』を読む③ 

6. ディドロ『ブーガンヴィル旅行記補遺』を読む① 

7. ディドロ『ブーガンヴィル旅行記補遺』を読む② 

8. ディドロ『ブーガンヴィル旅行記補遺』を読む③ 

9. モンテスキュー『ペルシャ人への手紙』を読む① 

10. モンテスキュー『ペルシャ人への手紙』を読む② 

11. モンテスキュー『ペルシャ人への手紙』を読む③ 

12. 『百科全書』を読む① 

13. 『百科全書』を読む② 

14. まとめ（最終授業内テスト） 

 

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

配布した資料を事前に読むことが求められる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

リアクションペーパー(35%)/小テスト(35%)/最終テスト(Final Test)(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

適宜、資料を配付する 

 

参考文献（Readings） 
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参考文献については講義内で適宜指示する 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■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） 
ドイツ語圏における「文学」までの扉 

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） 
 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

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） 

ドイツ語圏が，いわゆる「文学」に至るまでのプロセスを 17 世紀までたどる。 

 

We will discuss the German-speaking world's process that leads to so-called "literature" in the 17th century. 

 

授業の内容（Course Contents） 

講義形式で「文学」までの道のりを講義する。 

 

Classes will be given on the path to "literature" in the form of lectures. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 概観 

2. 物語の「伝承」と媒体 

3. 文字記録の始まりー文字記録以前 

4. 古ドイツ語期（初期中世） 

5. 中高ドイツ語期１（盛期中世） 

6. 中高ドイツ語期２（盛期中世） 

7. 中高ドイツ語期３（盛期中世） 

8. 『ニベルンゲンの詩』にみる伝承と加工１ 

9. 『ニベルンゲンの詩』にみる伝承と加工２ 

10. 『ニベルンゲンの詩』にみる伝承と加工３ 

11. 初期新高ドイツ語期１（末期中世・近世初期） 

12. 初期新高ドイツ語期２（末期中世・近世初期） 

13. まとめ（更なる伝承と文学研究） 

14. 最終テスト 

 

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

ブラックボードにアップロードされた資料を予習・復習に利用する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(40%)/授業態度(20%)/リアクションペーパー(20%)/理解度の確認(20%) 

毎回のリアクションペーパーで理解をたしかめる。 

 

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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■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） 

日本語 

(Japanese) 

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

す。 

 

Among the 54 stories of "The Tale of Genji," this course aims to grasp the rough whole picture of the story from the Kiritsubo 

Volume to the Sakaki Volume and to give a taste of the beautiful original text. 

 

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く。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

いく。原文を読むための文法力、読解力が求められる。 

 

At a pace where we will take up about one volume per class, we will read the stories from "The Tale of Genji" from the 

Kiritsubo Volume to the Sakaki Volume at a high speed. In the first course, initially, we will explain the outline of the volume, 

personal relationships, and the main points of appreciation, etc. then, we will read the original scene of the volume in the original 

text and explain it in detail. Grammar and reading skills will be required to read the original text. 

 

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） 

レポート試験(Report Exam)(70%)/授業への参加態度(30%) 

レポートは、自分で調べて自分で考えた、独自の意見を書くこと。 

 

テキスト（Textbooks） 

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)） 
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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） 
ストリート・カルチャーはなぜ世界を魅了するのか——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） 

日本語 

(Japanese) 

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） 

21 世紀、グローバルに私たちの住む世界を覆うカルチャーの大きな流れの一つは、1970 年代のニューヨークをルーツに持つヒッ

プホップから発展したものである。他人の音楽をプレイする DJ、歌ではなくリズミカルなお喋りのラップなど、短命な若者向けの流

行だと思われていたヒップホップがいかなる政治的、経済的、文化的利害と結びついていたのか、なぜローカルな文化と経験を

超えたのか。この授業では、音楽、映像、文学のみならず、ファッション、デザイン、アートとその領域を拡げていくストリートの内と

外での文化表現の特性を学び理解を深めていきたい。  

 

In the 21st century, one of the major cultural trends covering the global world we live in developed from hip hop that started in 

New York in the 1970s. What political, economic, and cultural interests were associated with hip hop, which was thought to be a 

short-lived trend for young people, with its DJs who play other people's music and rappers who do not sing but rap rhythmically, 

and why did this culture go beyond its local culture and experience? In this course, we would like students to learn and deepen 

their understanding not only of music, videos, and literature, but also fashion, design, art and the characteristics of cultural 

expression on the inside and outside of the street that expand the area.  

 

授業の内容（Course Contents） 

授業の概要：紋切り型で形容されがちなヒップホップという文化が、実際にはどのような政治的／社会的／技術的な条件や、送り

手と受け手の関係のありようのなかで生まれていき、享受・消費されているかを探り、理解するようにつとめる。特にラップと DJ

が、その関連のなかでのストリート・アート／グラフィティ、（ストリート）ファッションをその題材としてとりあげる。使用するテキスト

は英語のものもあり、義務教育程度の英語の力を要する。 

 

Outline of course: We will try to explore and understand from what political, social, and technical conditions and relationships 

between sender and receiver the culture of hip-hop, which tends to be stereotyped, was born and is enjoyed and consumed. In 

particular, we will take up rappers and DJs, in particular, and related street art/graffiti and (street) fashion as our subject 

matter. Some of the texts used will be in English, and students will require English skills up to compulsory education level. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション  

2. ヒップホップ前史 ビート文学とジャズ 

3. ヒップホップ前史 公民権運動と路上の詩人たち  

4. サウス・ブロンクス／ストリート・ギャング／ズールー・ネーションの成り立ち  

5. グラフィティの歴史 1 

6. グラフィティの歴史 2 

7. ブレイクダンスはいつどのように始まったのか？ 

8. ブレイクダンスはいつどのように始まったのか？ ２ 

9. ラップ解析 1  

10. ラップ解析 2 

11. アイデンティティの再構築  

12. アイデンティティの再構築 ２ 

13. ヒップホップは何のための装置か 

14. ヒップホップは何のための装置か 2 

 

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

配布資料の読み込み 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(100%) 

【変更前】筆記試験 60％，平常点（リアクションペーパー20％，授業への積極的な参加 20％）40％ 
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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)） 

 

 

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） 
 

学期 

（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） 

日本語 

(Japanese) 

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。 

 

What did the creators of theater think about as they created, and how did they create theater works? We will provide lectures 

on the situation surrounding theaters in Japan and abroad, focusing on the creative process and environment of the performing 

arts. 

 

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。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。 

 

While watching videos of performing arts works performed in various cities in Japan and the world (including performances 

outside theaters), we will discuss what the creators thought about and what process they used to create the theater from 

historical and theoretical perspectives. In the first half of the course (1st to 7th classes), we will take up historically important 

works and related documents, and think about a framework for viewing performing arts. In the second half of the course (9th to 

14th classes), we will take up works presented in Japan and abroad in the last few years and related documents, introduce 

performing arts and creative environments in cities in Japan and the world, and consider the way of contemporary performing 

arts and the theatrical environment. We welcome students who have never been to the theater or have no background in the 

performing arts. 

 

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（フェスティバル化する時代） 

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（まとめ） 

 

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（15 分以上の遅刻は欠席とみなす）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。 
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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） 
life の哲学・思想 

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） 

日本語 

(Japanese) 

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） 

lifeに関わる様々なテーマについて，狭義の哲学，さらには社会哲学・理論や公共哲学でどのように考えられてきたのかを学ぶ。

抽象的・理論的に考える方法を習得する。 

 

Students will learn the foundations of philosophies and thoughts, as well as social philosophy/theory and public philosophy. 

Students will learn how to think abstractly and theoretically. 

 

授業の内容（Course Contents） 

「いのちの尊厳」というテーゼの背後にある原理やテーマ～生（活），超越的なもの，大きな物語，死，他者との共存など～を抽象

的かつ理論的に考察する。これに関連する哲学者や思想家の考え方を知り，我々の life について様々な角度から検討する。扱う

人物は、デカルト，ヘーゲル，サルトル，ハイデガー，フロイト，フーコー，ヴィトゲンシュタイン，ロールズ，サンデル，リッツァ，アー

レントなどを予定していが，変更する場合がある。 

 

We consider the principles and themes behind the thesis of "the dignity of life" in an abstract and logical manner. We learn the 

ideas of philosophers and thinkers who are involved in this and think from various perspectives about our lives. We will cover 

the ideas of philosophers such as Hegel, Descartes, Sartre, Heidegger, Freud, Foucault, Wittgenstein, Rawls, Sandel, Arendt, and 

Ritzer. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション：いのちの尊厳 

2. 近代哲学と life① 

3. 近代哲学と life② 

4. 現代哲学・思想と life① 

5. 現代哲学・思想と life② 

6. 現代哲学・思想と life③ 

7. 現代哲学・思想と life④ 

8. 中間考察 

9. 公共哲学・社会理論と life① 

10. 公共哲学・社会理論と life② 

11. 公共哲学・社会理論と life③ 

12. 公共哲学・社会理論と life④ 

13. 公共哲学・社会理論と life⑤ 

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） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/リアクションペーパー・授業態度(40%) 

受講者数によっては、学生に意見を求めたり、対話形式を導入することを通じて授業態度を評価する。 

【変更前】筆記試験(Written Exam)70%, 平常点(In-class Points)30% (リアクションペーパーと授業態度 30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし。 
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参考文献（Readings） 

授業時に紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業態度には厳しくする。私語や携帯，睡眠，スライドや板書の撮影などは厳禁の授業なので（平常点に反映される），そのことを

自覚したうえで履修すること。なお，授業の順番や内容，扱うテーマを多少変更する可能性がある。様々な思想家・哲学者のエッ

センスを広く学びたい人を歓迎する。初学者や，興味はあるが難しいと思って敬遠していた人を想定しているので，可能な限り分

かりやすく講義するよう努める。 

 

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(Niiza) 

(Learning about International Cultural and Social Problems from Various World) 

担当者名 

（Instructor） 

鈴木 弥生(SUZUKI YAYOI) 

ムスリン イ－リヤ（MUSULIN ILJA） 

学期 

（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 

【2020 年 4 月 24 日付変更】（変更事由：時間割変更のため） 

学期：春学期(Spring semester)火曜日(Tue)４時限目(Period 4)→秋学期(Fall semester)

火曜日(Tue)３時限(Period 3) 

 

授業の目標（Course Objectives） 

This lecture aims to raise students’ interest in international culture and social issues and to cultivate their ability to analyze 

these issues as put forward from local people’s perspectives.  

 

授業の内容（Course Contents） 

This course will be taught in English, under the Top Global University initiative, this lecture series aims to raise students’ 

interest in the world's cultural and social issues and to cultivate their ability to analyze these issues as put forward from local 

people’s perspectives. Invited non-Japanese lecturers will discuss cultural and social issues of their home countries, their 

reasons for moving overseas, and the issues they face residing in Japan. In addition an invited Japanese guest lecturer, who is 

committed to solving social issues at the grassroots level in developing countries, will also discuss the philosophy and activities 

of social development.Students will have the opportunity to deepen their understanding of foreign cultures and broaden their 

knowledge about social issues around the globe by listening to local people's perspectives and interacting with experienced 

lecturers through class discussion and collective brainstorming in English.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction and Outline of Course (You are expected to attend the first class) .  

2. The Role of NGOs and Civil Society in Social Development. 

3. Community Development to Achieve our Well-being for All People 

4. Life in an Eastern European Communist Society: Is There Such a Thing as an Ideal Society? 

5. Ethnicity, Religion and Language in Serbia and Former Yugoslavia 

6. Is it Good to Die for the Country?   

 : Analysis of Previous Studies and My Own Experiences in Israel.  

7. Is it Good to Die for the Country?  

：The Role of Democracy for People Around the World to Create a Peaceful Society without Nuclear Weapons and War.   

8.  Indigenous Leadership of Evidence-based Peace-building Policy: A Palestine-Israel Case Study.  

9. Amar Shonar Bangla আমার স ানার বাাংলা（My Golden Bengal） 

 ：The Bengali Language Movement Which Led Bangladesh to the Liberation War of  

    Independence  

10. The Ideals and Community-based Approaches of Non-Governmental Organizations (NGOs) and Civil Society in 

Bangladesh 

11. The Role of Education in Social and Community Development - Education and Social Issues in Thailand. Part 1.  

12. The Role of Education in Social and Community Development - Education and Social Issues in Thailand. Ｐａｒt 2.  

13. Cultural Diversity: Through My Life in Austria, the United States, and Japan  

 : The Effects of an Excellent Performance of Musical Instruments.  

14. Final Test  

 

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

In this class, we will provide reading materials. Students are required to read these materials before each lesson and be 

prepared to discuss them in the class.  

All of the course materials are in English. No interpreter will be available in this class. 

Students may write homework in either Japanese or English. 

Important information will be provided during the first class. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/In-class Report(40%) 

There is no interpreter in this class. You must attend at least ten classes to be eligible to receive credit. You should write a 
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final test and each reaction paper in either Japanese or English.(この授業では、いっさいの通訳はありません。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試験は、日本語、もしくは英語で記述してください)。 

【変更前】筆記試験(Written Exam)50%, 平常点(In-class Points)50% (Participation in class discussion and Reaction Papers 

(3%×14 classes) + Homework (8%) ＝50%) 

 

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 

2. Yayoi Suzuki and 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.4, pp.97-114. 

3. Yayoi Suzuki, Kazuhiko Sato and Zane Ritchie. 2017. A Study of the Living Conditions of Bangladeshi Migrants in New York 
City. Journal of the Institute of Community and Human Services, Rikkyo University, Japan, Vol.5, pp.69-89. 

4. Yayoi Suzuki and Ritchie Zane. 2019. A Study of the Living Conditions of Bangladeshi Women Migrants in New York City, 
Journal of the Institute of Community and Human Services.. Journal of the Institute of Community and Human Services, Rikkyo 

University, Japan, Vol.7, pp.35-56. 

5. Musulin Ilya、2011、『勉強天国日本』、宗教学年報 (別冊)、 6-9 頁 

 More about this will be explained during the first class. 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

1. We plan to invite guest speakers from the second to the thirteenth class. More about this will be explained during the first 

class.  

2. Please note that the order of appearance and topic may change in case the guest speaker cannot come or due to some other 

unavoidable circumstances.  

3. All the classes will be conducted in English, with no interpreter available. 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FG607 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

「観光立国」と日本の成長・地域創生           新座(Niiza) 

(Tourism Oriented Country and Contemporary Japan) 

担当者名 

（Instructor） 
舛谷 鋭(MASUTANI 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） 

日本語 

(Japanese) 

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） 

人口減少社会に入った日本にとって、世界 GDPの 10%以上を占め、自動車産業へ迫るまでに成長した観光産業を、成長戦略や

地方創生の柱に据える「観光立国」は実現また持続可能か。毎回各界のキーパーソンをゲストとして、関連分野の教員とともに議

論を深める。 

 

The tourism industry accounts for up to 10% of global GDP and has grown to be almost as large as the automobile industry. For 

Japan, which has fallen into a depopulating society, is it possible or sustainable to set ‘becoming a "tourism country"’ as a pillar 

of growth strategy and regional revitalization? In each class, we will hold discussions with key persons as guests from various 

fields together with faculty members in related fields. 

 

授業の内容（Course Contents） 

観光立国を訪日外国人観光客（インバウンド）の増加を指標として考えたとき、そのための要件は「気候」「食事」「文化」だが、さら

に「自然」をも備えるかのように見える首都圏ばかりでなく、地方を含む日本全国で行われている。そうした観光資源の魅力向上

や訪日外国人を中心とした多様なニーズへの対応など課題の取り組みを、企業、地方自治体などからのゲストの講義を元に関

連分野の教員がコメントし、履修学生らとディスカションの機会を設ける。 

 

When considering a "tourism country" as an index of the increase of inbound foreign tourists, one tends to think that the 

elements of "climate," "food," "culture," and "nature" are only developed in Tokyo, but in fact they are present across Japan, 

including in regional areas. Faculty members from relevant fields will comment and create opportunities for discussion with the 

students who attend about these efforts to address issues such as improving the attraction of tourism resources and 

responding to diverse needs centered on foreign visitors based on guest lectures from companies and local governments, etc. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. ファンドから見た観光立国 

3. イラストマップ上を歩く 

4. 商社の地域振興 

5. 地方自治体のこころみ 

6. トレッキングと効果測定 

7. 企業がつくる文化観光 

8. はたらきかたと地方創生 

9. 旅するようにはたらく 

10. 地方銀行のこころみ 

11. シェアリングで日本を変える 

12. 住宅メーカーのこころみ 

13. 情報サイトと地方創生 

14. 教場最終レポート 

 

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

様々な事例の背景理解やゲスト講義、教員コメントへの応答としての提案など 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/リアペや出席状況を含む平常点(60%) 

最終回に教場レポートテストを行う。 

 

テキスト（Textbooks） 

教場で指示する。 

 

参考文献（Readings） 
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教場で指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FG609 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

演芸の世界                       

(World of Engei -Popular Culture in the Post- Global Era-) 

担当者名 

（Instructor） 
細井 尚子(HOSOI 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） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

2015 年度以前 1 年次入学者対象科目 主題別 B 科目 

 

対面授業（詳細は

https://spirit.rikkyo.ac.jp/academic_affairs/common/SitePages/stuinfo21.aspx 掲載の

対面授業実施科目一覧を確認のこと） 

 

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。 

 

Under the influence of the transition from modernization to globalization, the attributes of "performing arts" in the 

entertainment market have been replaced in new contexts, and they function as "entertainment software". This course will help 

student understand the characteristics of popular culture in the post-globalization era through the entertainment halls (yose 

theater) that are the iconic spaces of the "performing arts" and the performances that are performed there. 

 

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。 

 

Like "ENGEKI(theater)", "ENGEI" is a concept that has been established in the modern age. Although they  refer to various of 

arts (forms of performance), they have something in common: they are consumption-type entertainment and the performance 

space is small and the art is easy to enjoy. In today's globalized world, since the appearance of the Walkman the individual forms 

of enjoyment and the value of live performance were re-valued, regardless the consumers' own attributes and the attributes of 

the arts (form of performance). Consumers are able to select their preferred art (form of performance) from a variety of parallel 

options in Japan and overseas, which show that a new form of consumption in entertainment has been established. In this 

course, we will invite the actor/actress who are dedicated to the art of entertainment hall(寄席艺能) as lecturers to share 

specific examples so that we can understand better the world of the entertainment (yose performance). 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 9 月 26 日 オリエンテーション＋概要説明 

細井尚子・宮信明 

 

【変更前】 

10 月 3 日 オリエンテーション＋①読むー講談の特徴と歴史（講義） 

細井尚子・宮信明・一龍齋貞橘 

2. 9 月 26 日 講義で取り上げる各芸態入門（講義） 

細井尚子・宮信明 

 

【変更前】 

10 月 3 日 ②読む 講談を体験する（実演、トーク、ワークショップ） 

細井尚子・宮信明・一龍齋貞橘 

3. 10 月 3 日 読む① 講談の特徴と歴史（講義）＋実演 

細井尚子・宮信明・一龍齋貞橘 

 

【変更前】 

10 月 3 日 ③読む 講談の世界とその芸＋講師トーク・セッション、質疑応答 

細井尚子・宮信明・一龍齋貞橘 
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4. 10 月３日 読む② 講談の世界とその芸（ワークショップ）＋講師トーク・セッション、質疑応答 

細井尚子・宮信明・一龍齋貞橘 

 

【変更前】 

10 月 17 日 ①話す 落語の特徴と歴史（講義） 

細井尚子・宮信明・入船亭小辰 

5. 10 月 17 日 話す① 落語の特徴と歴史（講義）＋実演 

細井尚子・宮信明・入船亭小辰 

 

【変更前】 

10 月 17 日 ②話す 落語を体験する（実演、トーク、ワークショップ） 

細井尚子・宮信明・入船亭小辰 

6. 10 月 17 日 話す② 落語の世界とその芸（ワークショップ）＋講師トーク・セッション、質疑応答 

細井尚子・宮信明・入船亭小辰 

 

【変更前】 

10 月 17 日 ③話す 落語の世界とその芸＋講師トーク・セッション、質疑応答 

細井尚子・宮信明・入船亭小辰 

7. 11 月 28 日 切る① 紙切の特徴と歴史（講義）＋実演 

細井尚子・宮信明・林家楽一 

 

【変更前】 

11 月 28 日 ①切る 紙切の特徴と歴史（講義） 

細井尚子・宮信明・林家楽一 

8. 11 月 28 日 切る② 紙切の世界とその芸（ワークショップ）＋講師トーク・セッション、質疑応答 

細井尚子・宮信明・林家楽一 

 

【変更前】 

11 月 28 日 ②切る 紙切を体験する（実演、トーク、ワークショップ） 

細井尚子・宮信明・林家楽一 

9. 12 月 19 日 まねる① ものまねの特徴と歴史（講義）＋実演 

細井尚子・宮信明・江戸家小猫 

 

 

【変更前】 

11 月 28 日 ③切る 紙切の世界とその芸＋講師トーク・セッション、質疑応答 

細井尚子・宮信明・林家楽一 

10. 12 月 19 日 まねる② ものまねの世界とその芸（ワークショップ）＋講師トーク・セッション、質疑応答 

細井尚子・宮信明・江戸家小猫 

 

【変更前】 

12 月 19 日 ①まねる ものまねの特徴と歴史（講義） 

細井・宮信明・江戸家小猫 

11. 1 月 16 日 しゃべる①漫才の特徴と歴史（歴史）＋ワークショップ 

細井尚子・宮信明・サンキュータツオ 

 

【変更前】 

12 月 19 日 ②まねる ものまねを体験する（実演、トーク、ワークショップ） 

細井尚子・宮信明江戸家小猫 

12. 1 月 16 日 しゃべる②漫才の世界とその芸＋（講義、講師トーク・セッション、質疑応答） 

細井尚子・宮信明・サンキュータツオ 

 

【変更前】 

12 月 19 日 ③まねる ものまねの世界とその芸＋講師トーク・セッション、質疑応答 

細井尚子・宮信明・江戸家小猫 

13. 1 月 23 日  総括 

細井尚子・宮信明 
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【変更前】 

1 月 23 日 しゃべる 漫才の特徴と歴史 付.演芸のいまとこれから（講義、トーク、質疑応答） 

細井尚子・宮信明・サンキュータツオ 

14. 1 月 23 日 質疑応答・教場レポート 

細井尚子・宮信明 

 

【変更前】 

1 月 23 日 講師トーク・セッション（総括）、質疑応答＋教場レポート 

細井尚子・宮信明・サンキュータツオ 

 

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。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

第 1 回～第 6 回のリアクションペーパー(60%)/教場レポート(40%) 

全 7 回 14 コマの内、10 コマ以上出席しない場合、成績評価を出す対象としない。                   【変更前】 平常

点(In-class Points)100％（授業参加度 20% 、リアクション・ペーパー40% 、教場レポート 40%）    備考：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。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 今岡謙太郎、中川桂、宮信明、重藤暁、2019、『昭和の落語名人列伝 (淡交新書)』、淡交社 (ISBN:978-4-473-04288-0) 

その他、必要に応じ、教場で示す。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

・教室における対面式授業で開講するが、渡日が認められない外国人留学生や既往症などの関係からキャンパスへの通学が困

難な状況にある学生等は、リアルタイムのオンラインでも受講できる。 

・新型コロナウイルス感染の状況により、学期途中でオンライン実施に変更となる場合がある。 

・本講座は 1 回２コマ集中で行う。1 回欠席すると、週 1 回授業の場合の 2 週分欠席に相当するので気を付けること。 

 

【変更前】 

・本講座は 1回 3 コマ集中（最終回 1/11 のみ 2 コマ）で行う。 

・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） 

 

 

  



 

 - 952 - 

■FG610 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 
立教学院とポール・ラッシュ 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
立教らしさを考えるヒント 

担当者名 

（Instructor） 
安松 幹展(YASUMATSU MIKINOBU) 

学期 

（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） 

日本語 

(Japanese) 

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） 

ポール・ラッシュ博士の生涯に触れながら、立教らしさとは何かを自ら考えることができるようになる。 

 

The purpose of this course is to cultivate students' identification with Rikkyo University through the life of Paul Rusch. 

 

授業の内容（Course Contents） 

立教学院とポール・ラッシュ博士の関わりについて、歴史、スポーツ、教育、理念の４つの視点から、ゲスト・スピーカーからの講

義およびグループディスカッションから議論する。 

 

Students are expected to participate in discussions with their classmates and listen to talks from guest speakers. This course 

focuses on the following four sections: history of the St. Paul's school, contribution to sport for Japan, hope education for the 

young people, and Dr. Rusch's philosophy. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション（立教らしさとは？pre） 

2. 立教学院の歴史１（聖公会／建学の精神） 

3. 立教学院の歴史２（ポール・ラッシュと立教学院） 

4. 立教学院の歴史３（講義 2.3.を受けてのグループディスカッション） 

5. キリスト教とスポーツ１（キリスト教におけるスポーツ） 

6. キリスト教とスポーツ２（スポーツ・リーダーシップ／チームワーク） 

7. キリスト教とスポーツ３（（講義 5.6.を受けてのグループディスカッション） 

8. 青年（希望）教育１（清里／KEEP） 

9. 青年（希望）教育２（ポール・ラッシュの青年教育） 

10. 青年（希望）教育３（（講義 8.9.を受けてのグループディスカッション） 

11. ポール・ラッシュの理念１（Non-Ugly American） 

12. ポール・ラッシュの理念２（ボランティア活動） 

13. ポール・ラッシュの理念３（講義 11.12.を受けてのグループディスカッション） 

14. まとめ（立教らしさとは？post） 

 

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

各授業時に課題を指示する。 

 

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コメント(20%)/各グループディスカッション後のプレゼン内容(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特に指定しない。 

 

参考文献（Readings） 

各授業で適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

特になし。 

 

注意事項（Notice） 
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■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） 
石渡 貴之(ISHIWATA 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） 

日本語 

(Japanese) 

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。 

 

This course aims to address the basic human function of sleep from the viewpoints of natural sciences and culture. 

 

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。 

 

Although sleep has been considered a biological function, and research has been conducted exclusively in the field of natural 

sciences, studies have begun pointing out that cultural factors are more vital for sleep than previously thought. This course 

aims to think about sleep from a cultural perspective including anthropology, sociology, and comparative civilization theory 

viewpoints. Beginning with a basic understanding of the mechanics of sleep, we will deal with themes such as historical and 

geographical variations in sleep, modern sleep environments, bedding preferences, dream ethnography, and sleep in literature. 

 

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. 生体リズム（体温）と睡眠 

5. 寝不足時の認知機能 

6. 交代制勤務と睡眠 

7. 睡眠とスポーツ 

8. ねむり衣の文化誌 

9. 極北での眠り 

10. 夢の認知心理学 

11. チンパンジーの眠り 

12. 日本の夢信仰 

13. 快適睡眠のための寝具 

14. 夢の民族誌 

 

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） 

レポート試験(Report 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。 

【変更前】筆記試験(Written Exam)100% 

 

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)） 
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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) 

担当者名 

（Instructor） 
平野 方紹(HIRANO 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） 

日本語 

(Japanese) 

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。 

 

This course will make students understand the vague image of a volunteer as a specific image through several examples. Also, 

by thinking about volunteering, students will become aware of the points of contact between themselves and society, and will 

become able to think about social problems with their own mind and connect this to actual actions. Then, students will express 

volunteer experiences in their own words and become able to think about their career development. 

 

授業の内容（Course Contents） 

2020 東京五輪・パラリンピックでボランティアが注目されています。これを一過性のものとせず、発展させるためには多くの市民

が共感・共鳴する「共に生きる社会」を目指す新しい価値や活動が求められます。ボランティアについて、ボランティアを提供する

側だけでなく、サポートを受ける側の気持ちも汲み取りながら、日常的な活動だけでなく、災害や海外での支援、企業の社会貢献

活動等の様々な切り口から、現場で活躍されている方々のメッセージも交えて多面的に検討し、社会に潜む諸問題に対して自分

自身の視点から能動的にとらえられる学生へと成長できるようにします。 

 

Volunteering is attracting attention as we approach the Olympic and Paralympic Games Tokyo 2020. In order to develop this 

interest without it being a passing fad, new values and activities are required that aim at a "symbiotic society" where many 

citizens empathize and sympathize with each other. Students will consider volunteering from various aspects, including 

messages from people active in the field, from various viewpoints such as disasters, overseas support, and social contribution 

activities of companies as well as daily activities, not only from the party providing the volunteers but also the feelings of those 

receiving support, 

and will develop the ability to actively capture social issues from their own perspectives. 

 

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. 立教大学ボランティアプログラム紹介（学内ボランティア活動の紹介） 

6. 災害ボランティアについて①  学生にできることは？ 

7. 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 

8. ボランティア体験を言葉にする 

9. スポーツが持つ力－立教のスポーツ交流プログラム－（仮） 

10. 地域と社会が連動した取り組み 

11. パラリンピックとしょうがいスポーツ（仮） 

12. 支えることと支えられること 

13. 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－ 

14. ソーシャルデザイン －アイディアが世界を変える－（授業のまとめと振り返り） 

 

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

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%) 

レポートは中間と期末の２回です。また授業の最後に毎回リアクションペーパーを提出していただきます 



 

 - 956 - 

 

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。 

 

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) 

担当者名 

（Instructor） 
武田 珂代子(TAKEDA KAYOKO) 

学期 

（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） 

日本語 

(Japanese) 

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。 

 

Through examination of the practice of translation and interpreting in various aspects of contemporary society such as 

diplomacy, conflict, justice, welfare, healthcare, literature, film, business, and technology, students will deepen their 

understanding of communication across languages and cultures in a globalized world. 

 

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。 

 

We will examine various aspects of communication across languages and cultures in a globalized world, and the role of 

translators and interpreters as mediators of such communication through lectures by guest speakers and in-class discussions. 

In addition to relatively visible forms of translation in the field of literature and film, we will focus on a range of topics, including 

court interpreting, healthcare interpreting, sign language interpreting, and machine translation. We will also discuss how to 

become effective users of translation and interpreting services and technologies. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. ビジネス通訳 

3. 司法通訳 

4. 医療通訳 

5. 手話通訳 

6. スポーツ通訳 

7. 視聴覚翻訳 

8. 字幕翻訳 

9. 翻訳書の出版 

10. 文芸翻訳 

11. 産業翻訳 

12. 機械翻訳と翻訳ツール 

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。 
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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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■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) 

学期 

（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） 

日本語 

(Japanese) 

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．ソウルについての情報提供とともに, 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、文化学的なな知見と視座を身につける． 

 

The aim of this course is an intellectual exploration of Seoul as a global city. Students will acquire sociological and cultural 

knowledge and views on how to study its society and culture. 

 

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観察するために、様々な場所を訪れながら, 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. , ソウル広場・光化門広場, 北村, 鐘

路, 新村, 弘大, 明洞, 江南, 梨泰院といった観光スポットとしても馴染みのある場所を訪れ, 「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.  

 

In order to observe the phenomena in Seoul as a global city, we will explain the background and current situation while visiting 

various places in Seoul. We will present theoretical frameworks in order to analyze social and cultural phenomena in Seoul. In 

each class, we will visit a specific place in Seoul, take up the remarkable phenomena there, and introduce our approach to 

research and analysis. We will take up familiar places as tourist spots such as Seoul Square and Gwanghwamun Square, 

Bukchon, Jongno, Sinchon, Myeong-dong, Gangnam, Itaewon, and Daerim-dong, etc, and introduce sociological themes such as 

natinaliam, democracy, tradition, popular culture, gentrification, foreign workers/immigrants, multiculturalization, social exclusion, 

poverty/disparity, gender, and cultural capital. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション, 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 

2. ソウル広場と光化門広場：ナショナリズムと民主主義 

3. ガンナム（江南）：Gangnam Style（Psy）から考える 

4. シンチョン（新村）とホンデ（弘大）：大学の街とジェントリフィケーション、そしてバスキング（路上ライブ） 

5. チョンダムドン（淸潭洞）：韓流ドラマのロケ地巡礼 

6. 多文化都市としてのソウル：世界のメトロポリタンとの比較の視点から 

7. イテウォン（梨泰院）：基地村から多文化な街へ 

8. 大林洞：中国朝鮮族の街で多文化化とアイデンディティを考える 

9. 龍山、東部二村洞：ソウルのリトルトウキョウ 

10. ソレマウル：ソウルのフレンチ村 

11. ソウル（文化）駅：文化遺産の社会学 

12. インサドン（仁寺洞）と（ブッくチョン）北村：創られる伝統 

13. 明洞：ツーリズムの視点から考える 

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） 
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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. 平田 由紀江, 山中 千恵、2019、『ソウルを歩く: 韓国文化研究はじめの一歩』、関西学院大学出版会 (ISBN:4862832857) 

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)） 

 

 

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 CEO on Rikkyo Graduates) 

担当者名 

（Instructor） 
須永 徳武(SUNAGA NORITAKE) 

学期 

（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） 

日本語 

(Japanese) 

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。 

 

Through listening to the career of the president of Rikkyo University alumnus, each student will have the opportunity to think 

specifically about their own career development and re-acknowledge the way that they learn and spend time at university. 

 

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。  

 

As an active president, we will invite the president of Rikkyo University alumnus, who is currently involved in company 

management to speak about various issues such as how he spent his university days, how he started his company, the 

difficulties of company management, what kind of human resources are needed for the future society, and how should students 

learn during their college years, and to communicate his frank ideas to students as a senior at Rikkyo University. In addition, 

rather than one-sided lectures, we will develop the classes in an interactive format so that students can actively discuss and 

exchange ideas with the president.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 本講義のガイダンス（井田純一郎・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 （和田成史・株式会社オービックビジネスコンサルタント社長） 

8. 社長の履歴書 7 （岸上克彦・アサヒ飲料株式会社社長） 

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？（井田純一郎・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） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/出席・発言・リアクションペーパー(40%) 

【変更前】筆記試験(Written Exam)60%, 平常点(In-class Points)40% (出席・発言・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)） 
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毎回の授業を、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、登壇

予定の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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■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) 

学期 

（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） 

日本語 

(Japanese) 

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。 

 

To think about the citizen's possibilities as transformational agents of society by touching on of various citizen activities.  

 

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。

なお、授業の予定は下記の通りであるが、状況に応じて変更する場合がある。 

履修に際しては、以下の点に注意すること。 

1)本授業では戦後の多様な社会問題や市民活動を取り上げる。受講生が日本史・世界史の現代史や公民の基礎的知識（高校

教科書水準）を持っていることに加えて、今日的な問題について新聞等の報道に高い関心を持ち情報収集していることを前提と

する。ちなみに取り上げる予定のトピックは環境問題、フェアトレード、市民（特に若者）の政治参加、住民運動などである。 

2)受講生数などの状況をみながら、ロールプレイ、ワークショップ、資料読み合わせなどの多彩な手法の参加型授業を展開する

予定である。また、ゲストスピーカー等への質問の時間も確保する。受講生には授業に積極的に参加することを強く求める。 

 

In today's society where diversification and complexity are progressing, the activities of "citizens" who are relatively 

independent from the government and companies are becoming increasingly important. And the areas of citizen's activities are 

showing a wide spread from global to local.  In this course, we will examine citizens as the main agents who drive society, 

introducing the activities of researchers and citizen activists involved in various fields. Specifically, we will invite citizens who 

are active in fields and researchers who are deeply involved in such activities, as guest speakers, aiming to examine the 

possibilities of diverse citizen activities. 

 

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. 市民活動の経験に学ぶ(1) 

4. 市民活動の経験に学ぶ(2) 

5. 市民活動の経験に学ぶ(3) 

6. 市民活動の経験に学ぶ(4) 

7. 市民活動の経験に学ぶ(5) 

8. 市民活動の経験に学ぶ(6) 

9. 市民活動の経験に学ぶ(7) 

10. 市民活動の経験に学ぶ(8) 

11. 市民活動の経験に学ぶ(9) 

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. 社会の「問題」に気づくために 

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。各自必要に応じてしっかりと学ぶこと。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%) 
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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、ヘッドホンを外す、ゲームなど授業に関係ない行為は行わないなど、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。 

 

注意事項（Notice） 
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■FG730 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

生・身体・テクノロジー・神 

(Life/Body/Technology/God) 

担当者名 

（Instructor） 
阿部 善彦(ABE YOSHIHIKO) 

学期 

（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） 

日本語 

(Japanese) 

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） 

他者とともに生きるエチカとはいかなるものか。それを今、徹底的に思考停止せずに考え抜くことがこの科目の主眼目である。わ

れわれは歴史的存在であり、今この身において生きている現実と切り離して、他者とともに生きるエチカを問うても空虚である。今

われわれはどこにいるのか。われわれの存在への問いは、われわれの今あるところへの問いと切り離し得ない。たしかに、われ

われは今ここにいる。しかし、その、今、ここ、とは畢竟何であるのか。その今、ここを生きるとは畢竟何なのか。その問いを問い

貫くことがこの科目では求められる。したがって借り物の知識ではなく自分でどこまで徹底的に学び考えたかが重要になる。その

ために、自らの考えを言葉によって示し、発表、対話、討議をつうじて深めることが求められる。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。  

 

Quid est ethica convivialis? The main focus of this subject is to thoroughly think through this question without stopping. 

We are historical beings. As such, it is meaningless to seek ethica convivialis?, apart from the reality that we are living in this 

style right now. Where are we now? The question of our existence cannot be separated from the question of where we are now. 

Surely we are here, now. However, in the end, what is ""here"" and ""now""? What does it mean to live here and now? 

Students will be required to pursue this question in this course. Therefore, the importance is that students do not rely on 

borrowed knowledge but thoroughly learn and think by themselves. To that end, students will be required to express their own 

thoughts and deepen them through presentations, dialogs and discussions. Note that the contents may change according to the 

students' situation and other factors.  

 

授業の内容（Course Contents） 

コラボレーション科目なので複数名の講師、ゲストスピーカーが授業にたつ。それぞれが、自分自身の言葉で、他者とともに生き

るエチカとは何かを徹底的に問う。人間と何か、それを問い考え抜く、その真剣勝負の現場では、諸々の人間的概念で言い表しう

る一切がそもそもの問題となり、坩堝の中でせめぎ合うことになる。この授業では特に次のことを重視する。つまり、今日、テクノ

ロジーの発展を受けて、われわれの生・身体をめぐる環境や諸条件が目まぐるしく変化している。その意味でわれわれの自己理

解・世界理解の「当たり前」が改めて問い直されるときである。このような問題理解からテクノロジー、身体、生命の観点を含めて、

他者とともに生きるエチカという問いを複眼的に考える。 

 

Since it is a collaborative course, several lecturers and guest speakers will join the course. Each student will thoroughly 

question what humans are in their own words. In the field of serious competition where students pursue the question “quid est 

ethica convivialis?” Anything that can be expressed in various human concepts becomes a problem in the first place, and there 

is a melting pot of ideas on these topics. 

In this class, we will emphasize the following: That is, today, with the development of technology, the environment and 

conditions surrounding our lives and bodies are changing drastically. In that sense, it is time for us to reconsider the ""common 

sense"" of understanding ourselves and the world. We will think from various perspectives about the question “quid est ethica 

convivialis?” from such an understanding of the problem, including the perspectives of technology, body, and life." 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

 

いまこの世界においてともに生きるということ 

 

環境倫理と生命倫理の視点から 

 

イントロダクション 

2. いまこの世界において他者とともに生きるということ 

 

環境倫理の視点から（気候工学、気候正義の課題などを含めた問題性） 

3. ゲストスピーカー１による問題提起 

4. ゲストスピーカー２による問題提起 

5. 総合討議１ 
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6. いまこの世界において他者とともに生きるということ 

 

生命倫理の視点から（ターミナルケア、赤ちゃんポストやなどを含めた問題性） 

 

ゲストスピーカー１による問題提起 

7. 同。ゲストスピーカー２による問題提起 

8. 総合討議２ 

9. いまこの世界において他者とともに生きるということ 

 

人間の宗教性、歴史性の視点から 

 

イントロダクション 

10. ゲストスピーカーによる問題提起 

11. 総合討議３ 

12. いまこの世界において他者とともにいきるということ。 

 

テクノロジー、身体性の視点から 

 

イントロダクション 

13. 問題提起 

14. 総合討議４ 

 

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

予習復習については授業内で指示する。 

課題の提出に際しては Master of Writing を参照のこと。 

Blackboard を使用するが、使用法が分からない場合やトラブルは各自の責任でメディアセンターに確認すること。 

当然のことであるがコピペ（授業ノートを含む）や剽窃には厳しく対応する。https://www.youtube.com/watch?v=IxM1e4W1S8I 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業に関する活動（予習復習そのほか課題の提出と内容の精度を含む）(100%) 

借り物の知識ではなく自分でどこまで徹底的に学び考えたかが重要であり、そのために、自らの考えを言葉によって示し、発表、

対話、討議をつうじて深めることが求められる、と目標で示していることからあきらかなように、授業内活動、レポート、そして授業

内で指示された予習課題と復習課題の精度が重要である。いずれも授業担当者の指示をふまえて積極的に行うことが求められ

るので、受講希望者は留意すること。なお授業マナーについて注意された受講者は授業に関する活動を 0 点とする。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。課題の提出に際しては Master of Writing を参照のこと。 Blackboard を使用するが、使用法が分からない場合やトラブル

は各自の責任でメディアセンターに確認すること。 当然のことであるがコピペ（授業ノートを含む）や剽窃には厳しく対応する。<a 

target= 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 長町・海老原ほか、2018、『生命の倫理と宗教的霊性』、ぷねうま舎 (ISBN:9784906791781) 

2. 吉永明弘ほか、2019、『環境倫理』Vol.2、Vol.3、江戸川大学社会学部現代社会学科吉永明弘研究室 (ISSN:2434978X) 

3. 吉永明弘ほか、2018、『未来の環境倫理学』、勁草書房 (ISBN:978-4-326-60305-3) 

4. 教皇フランシスコ、2016、『回勅 ラウダート・シ――ともに暮らす家を大切に』、カトリック中央協議会 (ISBN:978-4877501990) 

5. 教皇フランシスコ、2017、『使徒的勧告 愛のよろこび』、カトリック中央協議会 (ISBN:978-4877502072) 

購入は各自の判断に任せる。そのほか必要な資料は授業で示す。 

 

参考文献（Readings） 

1. Allen Thompson. 2016. The Oxford Handbook of Environmental Ethics. Oxford University Press (ISBN:9780199941339) 

2. Andrew P. Chignell. 2019. Evil: A History. Oxford University Press (ISBN:9780199915453) 

3. Panikkar. 2018. Cultures and Religions in Dialogue; Part 1, Pluralism and Interculturality. Orbis (ISBN:978-1-62698-280-2) 

4. Panikkar. 2018. Cultures and Religions in Dialogue;Part 2: Intercultural and Interreligious Dialogue. Orbis (ISBN:978-1-62698-

301-4) 

5. Panikkar. 2015. Religion and Religions. Orbis (ISBN:978-1-62698-130-0) 

6. Panikkar. 2014. Mysticism and Spirituality ;Part One Mysticism, Fullness of Life. Orbis (ISBN:978-1-62698-082-2) 

7. Panikkar. 2014. Mysticism and Spirituality; Part Two Spirituality, The Way of Life. Orbis (ISBN:978-1-62698-102-7) 

そのほか授業で示す 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業内の活動また進め方については各担当者の指示に従うこと。 

授業内でディスカッションを行うことがあるので積極的に参加する必要がある。 

授業内容は受講者の状況やそのほか実施時の諸状況に応じて変更される可能性がある。 
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課題の提出に際しては Master of Writing を参照のこと。 

Blackboard を使用するが、使用法が分からない場合やトラブルは各自の責任でメディアセンターに確認すること。 

当然のことであるがコピペ（授業ノートを含む）や剽窃には厳しく対応する。https://www.youtube.com/watch?v=IxM1e4W1S8I 

 

注意事項（Notice） 
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■FG731 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

より良き隣人へ：日本植民地研究の最前線 

(To be a Better Neighbor:The Forefront of Japanese Colonial Study) 

担当者名 

（Instructor） 
湊 照宏(MINATO TERUHIRO) 

学期 

（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） 

日本語 

(Japanese) 

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） 

日本植民地研究に関する、日本での通説および最新の論点のみでなく、アジア現地での通説および最新の論点について学ぶ。

学習を通じて、アジア近隣諸国・地域と日本との関係をさまざまな領域において歴史的に理解することを目標とする。 

 

Students will learn not only the prevailing theories and latest issues in Japan regarding Japanese colonial studies, but also the 

commonly accepted theories and latest arguments in Asia. The aim is for students to understand the relationships between 

Japan and its neighboring countries and regions in various fields through learning from a historical perspective. 

 

授業の内容（Course Contents） 

本授業では、最前線で活躍する日本植民地研究者を兼任講師・ゲストスピーカーに招き、戦前日本の対アジア関係に関する授

業を展開する。日本植民地研究の到達点と今後の展望を示したうえで、戦前の東アジアに出現した植民地帝国日本の構造や支

配の在り方を、経済・政治・社会・文化の面から再考する。 

 

In this course, we will invite Japanese colonial researchers who are active at the forefront as part-time lecturers and guest 

speakers, and offer classes on pre-war Japan-Asia relations. After presenting the achievements and prospects of Japanese 

colonial studies, we will reconsider the structure and control of colonial Japan that appeared in East Asia before the war from 

economic, political, social, and cultural aspects. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 植民地近代論 

3. 被支配者の主体性 

4. 戦後東アジア経済 

5. 技術移転  

6. 大東亜共栄圏  

7. ジェンダー・セクシュアリティ  

8. アジア経済史と植民地経済史 

9. 教育の制度と構造 

10. 医療・公衆衛生 

11. 日本在留朝鮮・台湾出身者 

12. 帝国主義研究の現在的意義 

13. 植民地の鉄道 

14. 記憶 

 

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

授業内容はテキスト内容に依拠します。毎回該当する章を読んでから授業に参加してください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業内レポート(100%) 

毎回の授業でレポートを課し、授業中に回収します。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 日本植民地研究会、2018、『日本植民地研究の論点』、岩波書店 

授業内容はテキスト内容に依拠します。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業計画に変更があれば、授業中にお知らせします。 
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聴講中の態度が悪い学生は退室させます。 

 

注意事項（Notice） 
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■FG732 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

文化の居場所を考える 

(About the place for culture) 

担当者名 

（Instructor） 
中村 陽一(NAKAMURA 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） 
 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

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） 

現代社会の課題が象徴的に浮き彫りになってきているオフィスや公園／広場などいわゆる「ビルディングタイプ」に焦点を当て、ソ

ーシャルシアター、哲学カフェ、シェアオフィス、ハウスグランピング、公共空間の開放的利用、などが担っていた文化的背景と、

それとは異なる空間デザインが登場した社会的変化、今後の可能性について、空間デザインと社会デザインの両面から明らかに

する。 

 

We will focus on so-called “building types” such as offices and parks/squares where the challenges of modern society are 

becoming symbolic, and clarify the cultural background provided by social theaters, philosophy cafés, shared offices, house 

glamping, and open use of public spaces, etc. In addition we will clarify other social changes and future possibilities in which the 

design of spaces has featured from the aspects of both space design and social design. 

 

授業の内容（Course Contents） 

授業計画に示すように、毎回異なるテーマについて、社会デザインと空間デザインの異なる価値観を取込む講義とする。具体的

には、あるビルディングタイプの運営者や実際の使い手、設計者、社会デザイン・空間デザインの研究者等が講師を務め、空間

やシステムの変容について多様な側面からの討議を行う。加えて、常に社会デザイン研究者が含まれることにより、伝統と２１世

紀の新しい社会デザインという異質な視点をも含みこんでいくこととする。文理融合型のテーマ設定をすることで、受講者の性

別、年齢、専門性を問わず、多層・多世代へ向けた講義となる。 

 

As shown in the course plan, the lectures will incorporate different values of social design and space design on different themes 

each time. Specifically, the operator of a certain building type, a real user, a designer, and a researcher of social design and 

space design will act as lecturers, and we will discuss various aspects of space and system transformation. In addition, by 

always including social design researchers, we will include the different perspectives of tradition and new social design in the 

21st century. By setting the theme of fusion of culture and science, we will provide multi-layered and multi-generational 

lectures for students of all genders, ages, and expertise levels. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ＜オリエンテーション＞変容する社会と空間のデザインーなぜ、今ビルディングタイプを考えるのか 

2. ビルディングタイプって何？ー100 分で分かるビルディングタイプの歴史 

3. 身近なビルディングタイプから考える（1）幼稚園／保育園ー2050年のこども達の育つのはどんなところ 

4. 身近なビルディングタイプから考える（2）シェアオフィスー”どこでもオフィス”は働き方をどう変えるのだろうか 

5. 変容するビルディングタイプ（1）居場所ーひとはなぜ、第三の居場所を求めるのか 

6. 身近なビルディングタイプから考える（3）商業施設ー21 世紀の商業空間はどこへ向かっているのだろう 

7. 身近なビルディングタイプから考える（4）ーお勉強から観光へ､文化施設の変容をたどる 

8. 変容するビルディングタイプ（2）複合公共施設ーなぜ複合施設が増えるのか 

9. 変容する社会とビルディングタイプ（3）災害復興ー人口縮減時代のまちの復興 

10. 身近なビルディングタイプから考える（5）カプセルホテルー日常化する移動に求められる拠り所のデザイン 

11. 変容するビルディングタイプ（4）移動ー現代版ノマドがまちとくらし方を変える 

12. 身近なビルディングタイプから考える（6）公園ー公園になぜカフェが増えるのか 

13. 変容するビルディングタイプ（5）オープンスペースーオープンスペースはどこまで計画できるだろうか？ 

14. ＜まとめ＞ビルディングタイプを超えてー21 世紀のビルディングタイプ 

 

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

授業時に必要に応じて指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(80%)/コメントペーパーの内容(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

テキストは指定しない。授業時にプリントを配布することがある。 
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参考文献（Readings） 

参考文献は多岐にわたるため、授業時に紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業以外に、関連する公開講演会、研究会、交流会等を行う予定。希望者は参加可能。詳しくは授業時に紹介する。なおこれら

の催しは、成績評価と一切関係はない。 

 

注意事項（Notice） 
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■FG734 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

大衆演劇の世界 

(World of Popular Theatre) 

担当者名 

（Instructor） 
細井 尚子(HOSOI 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） 

日本語 

(Japanese) 

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） 

東アジアの大衆的な芸態（演劇・演芸・ショー・芸能など）を取り上げ、娯楽市場をサンプルに、「近代化」と「グローバル化」の相違

について考え、理解する。 

 

This course will focus on the popular arts of East Asia (theater, performing arts, shows, music, etc.). In this course we will take 

the entertainment market as an example to help students think about and understand the difference between "modernization" 

and "globalization". 

 

授業の内容（Course Contents） 

日本の近代化は、その手本である「西洋」に向かうという方向性をもつために、目標との距離によって評価されずに影を薄め、忘

れられていったものも多い。しかしグローバル化の影響が浸透するに従い、こうした忘れられたものが復活する現象がみられるよ

うになった。人々の日常生活の中にあった「行楽」としての大衆娯楽・大衆演劇もその内に含まれる。人々の身近な娯楽であり、

消耗品でもある大衆的な芸態を通じて、近世文化と近代文化、近代化とグローバル化、各々の属性と相違について考える。 

 

As modernization of Japan tends to imitate “The West“, thus many things of Modernization in Japan are unrecognized, ignored 

or even forgotten due to the great distance between modernization of Japan and its target. However, as the influence of 

globalization have become stronger, these forgotten things are returning. These things include popular entertainment and 

popular theater which are called "recreation" in daily life. Popular types of performance are an entertainment, as well as a 

consumer products in life of ordinary people during early modern and modern times. In this course we will think about 

differences between early modern culture and modern culture, and differences between modernization and globalization through 

popular art forms. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 5 月 2 日①中国の漫才とコント 

森平崇文・中野正昭・細井尚子 

2. 5 月 2 日②中国の喜劇 

森平崇文・中野正昭・細井尚子 

3. 5 月 2 日③日中のお笑い、喜劇の比較＋講師トーク・セッション、質疑応答 

森平崇文・中野正昭・細井尚子 

4. 5 月 16 日①喜劇・軽演劇――歴史と背景 

中野正昭・濱口久仁子・細井尚子 

5. 5 月 16 日②喜劇・軽演劇を読み解く 

中野正昭・濱口久仁子・細井尚子 

6. 5 月 16 日③喜劇・軽演劇の世界＋講師トーク・セッション、質疑応答 

中野正昭・濱口久仁子・細井尚子 

7. 5 月 23 日①女性演者による芸能史ー明治まで 

濱口久仁子・細井尚子 

8. 5 月 23 日②女優と少女歌劇の誕生と発展ー大正から 

濱口久仁子・春日宏美・細井尚子 

9. 5 月 23 日③松竹歌劇から見る西洋の「わたくし」化＋講師トーク・セッション、質疑応答 

濱口久仁子・春日宏美・細井尚子 

10. 6 月 20 日①音楽と演芸の間：吉本興業とはなにか 

輪島裕介・宮信明・細井尚子 

11. 6 月 20 日②道頓堀ジャズと服部良一：大大阪と大東亜 

輪島裕介・宮信明・細井尚子 

12. 6 月 20 日③労音とドドンパ：戦後大阪の大衆的教養主義＋講師トーク・セッション、質疑応答 
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輪島裕介・宮信明・細井尚子 

13. 7 月 11 日 日本の興行と娯楽市場―『松竹』を知る 

細井尚子・岡崎哲也・濱口久仁子 

14. 7 月 13 日講師トーク・セッション（総括）、質疑応答＋教場レポート 

細井尚子・岡崎哲也・濱口久仁子 

 

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

毎回教室で、適宜課題等指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業参加度(20%)/リアクションペーパー(40%)/教場レポート(40%) 

出席回数が 10 コマ以上ない場合、成績評価を出す対象としない。 

 

テキスト（Textbooks） 

適宜教室で資料を配布。 

 

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 1回 3 コマ集中（最終回 7/13 のみ 2 コマ）で行う。 

・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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■FG737 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 
お墓の比較文化史 

担当者名 

（Instructor） 
上田 信(UEDA 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） 

日本語 

(Japanese) 

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） 

少子高齢化のなかで多死社会に突入した日本において、死後に残される「死体」とどのように向かい合うのか、私たちは問われ

ています。これまでの慣習にとらわれない発想を、歴史や異文化から学びます。 

 

In Japan, which has entered a multi-death society amid a declining birthrate and aging population, researchers are asked how to 

deal with the corpses that remain after death. Since Japan is not bound by conventional customs, it should learn from history 

and different cultures. 

 

授業の内容（Course Contents） 

日本における埋葬の歴史、仏教、キリスト教、イスラームの埋葬の慣習などを学び、戦死者の慰霊と国家との関係を検討したあ

と、多様化する埋葬の現状を考察します。 

 

We will study the history of burial in Japan and burial customs in Buddhism, Christianity, and Islamic societies. After examining 

the relationship between memorial services for war dead and the national states, we will research the diversified situations of 

death. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入：なぜ「お墓」なのか 

2. 導入：「死体」と「お墓」の比較文化史 

3. 日本：墓制の変遷（以下、ゲストスピーカーを招いて授業を展開します。ゲストの都合などにより、順番や内容が変わること

があります） 

4. 沖縄：墓地と聖地 

5. 仏教の死生観 

6. キリスト教の死生観 

7. イスラームの死生観 

8. 戦没者の慰霊 

9. 戦死者の慰霊 

10. 海上散骨 

11. 死生観の人類学 

12. エンバーミング 

13. ブリーフケアと宗教 

14. まとめ：自分の死後に残される死体を考える 

 

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

死体に関する書籍、雑誌や新聞の記事を広く読むとともに、「お墓」「埋葬」などについて身近な事例を調査すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(50%)/毎回の授業時に提出するリアクションペーパー(30%)/授業時に提出するエッセー(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 上田信、2019、『死体は誰のものか』、筑摩書房 (ISBN:978-4-480-07224-5) 

 

参考文献（Readings） 

1. 鵜飼秀徳、2016、『無葬社会－彷徨う遺体 変わる仏教』、日経 BP社 (ISBN:9784822238568) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

この科目の提案部局はセカンドステージ大学（RSSC）です。学部学生と 50 歳以上の RSSC 受講生との異世代共学となり、世代

間の意見の交流を重視します。 

 

注意事項（Notice） 
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■FG738 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 
持続可能な地域創生と人づくり 

担当者名 

（Instructor） 
阿部 治(ABE 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） 
 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

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） 

持続可能な地域づくりの現状と課題・方法などを学ぶことで持続可能な地域づくりに主体的に参加する能力を育む。 

 

This course aims to foster the ability to independently participate in sustainable regional revitalization by learning the current 

situation, issues, and methods of sustainable regional revitalization. 

 

授業の内容（Course Contents） 

課題先進国日本の象徴である少子高齢化・過疎化が進行する中、持続可能な地域創生の取り組みは喫緊の課題である。本講

義では持続可能性の視点から日本の課題を俯瞰した後に、学外のゲスト講師から多様な地域創生の取り組み並びに地域創生

の担い手である人づくりについて最先端の知見を紹介する。毎回、講師と受講生、並びに受講生間での活発な討論を行う。 

 

As Japan's declining birthrate, aging, and depopulation progresses, sustainable regional revitalization is an urgent issue. In this 

lecture, after giving an overview of Japan's issues from the perspective of sustainability, guest lecturers will introduce cutting-

edge knowledge on various regional revitalization initiatives and the development of human resources who are responsible for 

regional revitalization. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 持続可能な社会の視点からみた現代社会 

2. 持続可能な地域づくりと人づくり：ESD(持続可能な開発のための教育） 

3. 地域をつくる学びの場（１） 対馬市 

4. 地域をつくる学びの場（２） 飯田市 

5. 地域をつくる学びの場（３） 霞ヶ浦流域 

6. 地域をつくる学びの場（４） 自然学校 

7. 学校を生かした地域づくり（１） SDGs（国連持続可能な開発目標） 

8. 学校を生かした地域づくり（２） SDGs 

9. 学校を生かした地域づくり（３） ESD 

10. 学校を生かした地域づくり（4） ESD 

11. 企業との連携による地域づくり 

12. 政府による地方創生の取り組み 

13. 海外における持続可能な地域づくりと人づくり 

14. まとめ：持続可能な地域づくりに主体的に参加していくために 

 

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

新聞やネットなどを通じて、興味のある持続可能な地域づくりについての情報を収集・整理し、本講義の中で発表できるように準

備をする。 

 

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(30%)/授業内レポート(20%) 

10 回以上の出席者のみ評価の対象とする 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 阿部治、2017、『ESD の地域創生力』、合同出版 (ISBN:978-4-7726-1315-6) 

テキスト以外の資料は随時配布する 

 

参考文献（Readings） 

1. Think the Earth、2018、『未来を変える目標 SDGs アイディアブック』、紀伊国屋書店 (ISBN:978-4-87738-513-2) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

講師と受講生の間、さらには受講生どうしで活発な討論を行うので、受講生の積極的な参加が期待されている 
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注意事項（Notice） 
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■FG739 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 
新旧古典で解きなおす現代アメリカ 

担当者名 

（Instructor） 
松原 宏之(MATSUBARA 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） 
 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

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） 

アメリカ合衆国社会を論じた新旧「古典」の再読を通して、現代アメリカ像を獲得する。 

 

Reading four classics of American studies, students have and renew the whole view of the United States society.  

 

授業の内容（Course Contents） 

新旧古典を多分野の研究者によって読みなおす計４ユニットで、現代アメリカ理解の刷新と拡張を図る。 

 

ユニット①は、独立宣言と合衆国憲法を読みなおす。アメリカ合衆国のオリジナル・デザインであるこのふたつのドキュメントは、

独立後もくりかえし参照され、読みなおされてきた。政治思想史の石川敬史とともに検討する。 

 

ユニット②は、トクヴィル『アメリカのデモクラシー』（1835-1840）をあつかう。社会史の大泉惟と政治文化史の松原宏之とで、民主

制が危機に瀕する現代の政治学に照らすだけでなく、NPO にも通じる草の根のダイナミクスを考える社会学の見地からも検討し

たい。 

 

ユニット③グリフィス監督の『国民の創生』(1915)は歴史学なしに論じ得ず、現代的な人種主義研究と結ばれるが、同時に、映画

をはじめとする諸メディアの文学、社会学を要請する。白人性論を展開する鈴木俊弘をむかえて討議する。 

 

ユニット④であつかうヴァンス『ヒルビリー・エレジー』（2016）は、トランプ的なものを支持する人びとの生態を浮き彫りにする。アパ

ラチアから中西部にいたる地域社会の研究は、アメリカを社会的・地理的多様性でとらえる糸口ともなる。ヴァンス一家の異様と

もみえる生態はジェンダー論や文化人類学の観点なしにも理解できない。文化研究の関口洋平をむかえる。 

 

Students read and examine four new and old “classics” of American studies. The first set of texts is the Declaration of 

Independence and the Constitution of the United States. The second text is Tocqueville's _Democracy in America_. The third 

session deals with an acclaimed film _The Birth of a Nation_. In final sessions, students read Vance, _Hillbilly Elegy: A Memoir of 

a Family and Culture in Crisis_ 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 独立宣言と合衆国憲法を読む１ 

3. 独立宣言と合衆国憲法を読む２ 

4. 独立宣言と合衆国憲法を読む３ 

5. トクヴィル『アメリカのデモクラシー』（1835-1840）を読む１ 

6. トクヴィル『アメリカのデモクラシー』（1835-1840）を読む２ 

7. トクヴィル『アメリカのデモクラシー』（1835-1840）を読む３ 

8. グリフィス監督『国民の創生』(1915)を観る１ 

9. グリフィス監督『国民の創生』(1915)を観る２ 

10. グリフィス監督『国民の創生』(1915)を観る３ 

11. ヴァンス『ヒルビリー・エレジー』（2016）を読む１ 

12. ヴァンス『ヒルビリー・エレジー』（2016）を読む２ 

13. ヴァンス『ヒルビリー・エレジー』（2016）を読む３ 

14. 総括 

 

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

４テクストの精読を求める。適宜、関連資料を提示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(80%)/レスポンスペーパー(20%) 
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テキスト（Textbooks） 

1. トクヴィル、『アメリカのデモクラシー』、岩波文庫 

2. ヴァンス、『ヒルビリー・エレジー』、光文社 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FG740 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 
現代社会の課題とその関わり方入門 

担当者名 

（Instructor） 
逸見 敏郎(HEMMI TOSHIRO) 

学期 

（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） 

日本語 

(Japanese) 

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） 

 当授業は，自然災害の影響を受けやすく，超高齢社会に直面する我が国におけるこれからの課題を SDGs の 17 のゴールから

いくつかを選び，基礎的な概念理解とその最先端の取り組みについて理解を深める。 

 その際に社会的課題を知るために不可欠なメディアリテラシーについて，新聞メディアをもとに理解し，使いこなせるようになるこ

とをめざす。 

 

 これらをもとに，大学生として基礎的な学習成果に加え，持続可能な社会づくりに参画するにはどのような知識，技能，態度を

習得すべきかを各自が考え，行動することを目的とする。 

 

Using the framework of the SDGs, this class examines both Japan's challenges facing a super-aging society and its 

susceptibility to natural disasters. Students will also understand the media literacy required to obtain information based on 

newspaper media. Ultimately, we will consider what knowledge, skills, and attitudes should be acquired to participate in the 

creation of a sustainable society as a university student. 

 

授業の内容（Course Contents） 

 私たちが生活する現代社会は，急速に変化し，様々な課題が色々な場所や場面で見られる。そして，私たちはメディアをとおし

て社会の様々な事象，現実を知ることになる。しかしスマホでポータルサイトのニュース記事を読むだけで，社会的事象を知り，

理解したことになるのだろうか？示される現代社会の課題は事実なのだろうか？私たちがメディアを使いこなし，適切な情報を得

ていくためにメディアリテラシーを習得することは，現代社会で生活するうえで不可欠である。 

 

 また，世界規模の現代社会の課題は，2015 年国連総会にて採択され 2016 年から 2030 年までの国際目標となった

SDGs(Sustainable Development Goals)で 17 のゴールと 169 のターゲットとして示された。この SDGs を手がかりに，授業をとおし

ていくつかのゴールについて現状を知り，現代社会の課題について理解を深め，解決の方途を検討していく。 

 

この授業は，メディアリテラシーを含め，次の 3 つのパートから SDGｓについての理解を深める。そして自分自身が当事者性をも

ち周囲のローカルな課題と関わることによって，グローバルな課題解決にもつながることを理解し，身近な活動に参画することを

期待したい。 

 

(1)現実社会の情報を取り入れるためのメディアリテラシー：新聞メディアを中心に，メディアをどのように活用することができるの

かについて考察する。 

(2)SDGs の概要：17 のゴール 169 のターゲットのいくつかの項目について，up-to-date な状況をもとに検討する。 

(3)SDGs の事例：国内外の事例を実践家から報告してもらい，それをもとに自分の身近なところで可能な活動について考察する。 

 

各パートとも，最先端のトピックをゲストスピーカーにより講義していただき，教員間および受講学生との積極的ディスカッションを

展開したい。積極的な参加が期待される。 

 

This course will deepen the understanding of SDGs and help students understand that their own involvement in local issues can 

lead to global issues. The following three issues will be examined: (1) media literacy for incorporating real-world information, (2) 

an overview of SDGs, and (3) SDG case studies.   

 

授業計画（Course Schedule） 

1. メディアリテラシー①：「なぜニュースは大切なのか」 

2. メディアリテラシー②：「新聞の今」 

3. メディアリテラシー③：「デジタルメディアの今、日経電子版の製作現場から」 

4. メディアリテラシー④：「ファクトチェック、フェイクニュースをどう見抜くか」 

5. SDGs の概要と実際①：「SDGｓ概論」 

6. SDGs の概要と実際②：「ダイバーシティ（人材の多様性）」 

7. SDGs の概要と実際③：「ジェンダー平等・女性活躍・働き方改革」 

8. SDGs の概要と実際④：「環境・エネルギー」 
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9. SDGs の概要と実際⑤：「少子高齢化・過疎・働きがいのある経済成長」 

10. SDGs の概要と実際⑥：「まちづくり」 

11. SDGs の実践①：「実践事例①各国の事例をもとに」 

12. SDGs の実践②：「実践事例②ごみ拾い SNS開発・運営に携わって」 

13. SDGs の実践③：「実践事例③食を通しての地域創生-熊谷圏オーガニックフェスを事例に」 

14. 授業のまとめと総括ディスカッション 

 

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

授業期間中に限らず，新聞を読むこと。図書館を利用し，日経新聞と他の新聞を読み比べることもおこなってみること。 

特に自分の居住地の地域面の記事から何が地域の課題になっているか意識しておくこと。 

 

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の内容(20%)/授業内レポート(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業時に指示する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 立教大学 RSLセンター編、2017/2019、『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:9784779305306) 

その他，適宜授業時に指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

1)本科目は、日本経済新聞社の協力を得ている。兼任講師及びゲストスピーカーは，日経新聞編集委員等の高い専門性を有す

るジャーナリストであり，各トピックについての最前線の報告をしていただく。ゲストスピーカーの詳細は，初回授業時にアナウン

スする。 

2)「授業内レポート」の提出は，blackboard を利用するため，blackboard の操作に習熟しておくこと。 

 

注意事項（Notice） 
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■FG741 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 
２０２０年東京オリンピック・パラリンピックを多角的に科学する 

担当者名 

（Instructor） 

松尾 哲矢(MATSUO TETSUYA) 

佐野 慎輔（SANO SHINSUKE ） 

学期 

（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） 

日本語 

(Japanese) 

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） 

本授業は、2020 年東京オリンピック・パラリンピックを対象として、オリンピック・パラリンピックの意義と意味、医科学的な取り組

み、経済・社会・文化等への影響と課題を多角的に考究する。 

 

The purpose of this course is to study the significance and meaning of the Olympic and Paralympic Games, medical science 

initiatives and their impact on economics, society, culture, and various other issues about the 2020 Tokyo Olympics and 

Paralympics. 

 

授業の内容（Course Contents） 

本授業は、2020 年東京オリンピック・パラリンピックの大会関係者、指導者の招聘のみならず、オリンピック・パラリンピックをテー

マに研究している、あるいは本大会に造詣の深いゲスト・スピーカーに迎えて授業を展開する。各ゲストからの講義ののちに学生

との討議を通して理解を深める。本授業を通して、東京オリンピック・パラリンピックの意義と意味、可能性、課題等、本大会を深く

享受し、理解を深める方法を考究する。 

 

This course will be held not only by invitation of officials and leaders of the 2020 Tokyo Olympic and Paralympic Games, but 

also by guest speakers who are studying the theme of the Olympic and Paralympic Games or who are familiar with the Games. 

After lectures from each guest, we discuss with students to deepen their understanding. Through this lesson, students will 

explore ways to deepen their understanding of the significance and meaning, possibilities and challenges of the Tokyo Olympics 

and Paralympics. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 授業の問題意識 進め方 スケジュール 

2. 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現在的な動向 

3. オリンピック・パラリンピックの歴史的経緯と 2020 年東京オリンピック・パラリンピック開催の意義と課題 

4. 2020 年東京オリンピック・パラリンピックに向けた暑熱対策をめぐる科学的アプローチと取り組み 

5. 2020 年東京オリンピックに向けた選手養成の現在と期待－日本卓球界の動きと準備状況 

6. 2020 年東京オリンピック・パラリンピック選手のコンディションニングとサポート体制 

7. パラリンピアンの脳を科学する 

8. 経営・マーケティングからみた 2020 年東京オリンピック・パラリンピック 

9. 2020 年東京オリンピック・パラリンピックと AIの取り組みそして、AI×スポーツの近未来 

10. 2020 年東京オリンピック・パラリンピックをめぐる観光界の動向と課題 

11. ロンドン大会、リオ大会から学ぶこと、そして 2020 年東京オリンピック・パラリンピックで残すべきレガシーとは 

12. 2020 年東京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 

13. 2020 年東京パラリンピックのレガシーとしての共生社会について考える 

14. 2020 年東京オリンピック・パラリンピックに向けた課題と期待 

 

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。 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

１）授業全体を松尾哲矢（科目担当者）・佐野慎輔（兼任講師）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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■FG742 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

ストレスから考える私たちの健康 

(How does stress influence our mind and body?) 

担当者名 

（Instructor） 
後藤 聡(GOTO 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） 
 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

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） 

この授業では、立教大学研究ブランディング事業の成果を積極的に紹介しながら、受講者が自分自身の健康について関心を寄

せ、あらためて深く考察する機会とすることをめざす。 

 

In this course, while actively introducing the results of the Rikkyo University research and branding program, we aim to provide 

an opportunity for students to take an interest in their own health and to reconsider health deeply. 

 

授業の内容（Course Contents） 

私たちの耐性を高め、コーピング能力を育むような「ストレス」があるだろうか。一方、私たちを疲弊させ、生活機能を著しく低下さ

せるような「ストレス」とはどのようなものだろうか。私たちの身体の内部や細胞・分子レベルでは何が起こっているのだろうか。こ

の謎を解き明かすために、本学では研究ブランディング事業を広範に展開している。心理学科と生命理学科が互いの学術的スト

レングスを生かしながら、文理融合の科学（インクルーシブ・アカデミクス）創出にチャレンジするものである。この授業では、その

成果をわかりやすく紹介しながら私たちの健康について考える機会を提供する。 

 

Is there a type of "stress" that enhances our tolerance and nurtures our coping ability? Conversely, what is the type of 

"stress" that causes us to get tired and that seriously diminishes our life functions? What is happening inside our bodies and at 

the cellular and molecular level? To explain these mysteries, the university has developed an extensive research branding 

program. The Department of Psychology and the Department of Life Science are taking on the challenge of creation of science 

(Inclusive Academics) as a fusion of humanities and sciences while making use of their academic strengths. In this course, we 

provide an opportunity for students to think about our health while introducing the results in an easy-to-understand manner. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス：授業の目標と進め方 

2. ストレスと脳 

3. ストレスと睡眠 

4. ストレスとホルモン 

5. 離婚と家族 

6. ストレスに耐えうる健康長寿社会を目指して〜オルガノイドを用いた組織幹細胞研究の最前線 

7. 色覚の多様性とカラーユニバーサルデザイン：色覚の多様性とメカニズムと色弱の人の困難 

8. 色覚の多様性とカラーユニバーサルデザイン：色の見え方の違いで情報弱者を生まないために 

9. ストレスと認知処理 

10. 精神疾患とゲノム医療 

11. ストレスと免疫 

12. 知覚の個人差を考える 

13. ストレスへの対処：観光心理学の視点から 

14. まとめ：授業のふりかえりと評価 

 

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

高等学校の「生物」や「保健体育」の基礎知識がなくても理解可能である。授業で触れられる専門用語などは、図書館において調

べることで理解が深められる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席（毎回、リアクションペーパーの内容により評価）(100%) 

 

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） 

 

 

  



 

 - 985 - 

■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(Niiza) 

(Christianity in World History) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
世界史から見る日本のキリスト教 

担当者名 

（Instructor） 
三輪 地塩(MIWA CHISHIO) 

学期 

（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） 

この講義では、日本のキリスト教が、世界史とどのような関係性にあるかを学びます。特に、注目するのが以下の通りです。16世

紀ヨーロッパにおける宗教改革、キリシタン、明治期以降の日本の発展とキリスト教の関係、アジア太平洋戦争や第二次世界大

戦と日本のキリスト教の関係について。 

 

This course will explore Japanese Christianity's connection to world history. In particular, students will learn about the 

Reformation in the 16th century, Kirishitan, the relationship between Christianity and Japanese development since the Meiji era, 

and the relationship between the Asia-Pacific War and World War II and Japanese Christianity. 

 

授業の内容（Course Contents） 

講義の前半では、キリスト教の成立と発展について概観し、織豊期のキリシタンの定着と発展、並びに禁教令とキリシタン迫害に

ついて学びます。講義の後半では、明治期以降のプロテスタント教会史に焦点を当てつつ、日本の政治、経済、思想、文化と、ど

のような関係を持ってきたのかについて学びます。 

基本的に講義形式で進めますが、場合によって授業内での文献講読、グループディスカッションも行います。  

 

The first half of the course will give an overview of the formation and development of Christianity, including establishment and 

development of Christianity during the Shokuho (Sengoku) period and the persecution of Christians in Japan. The second half of 

the course focuses on the history of the Protestant church since the Meiji era and includes the relationship between 

Christianity and politics, economy, thought, and the culture of Japan. The course will primarily be conducted in lecture format 

but may include literature readings and group discussions. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. キリスト教史を概観する(古代教会・東方教会・西方教会) 

2. ヨーロッパの宗教改革とイエズス会の日本宣教 

3. キリシタンの定着と隆盛 

4. 迫害と殉教 

5. 潜伏キリシタンと踏絵 

6. 天草･島原一揆と外海・生月・平戸の信仰 

7. 明治維新と日本のプロテスタント教会 

8. 宣教師とミッションスクール 

9. 皇国史観とキリスト教 

10. 昭和恐慌からアジア太平洋戦争へ 

11. 原子爆弾とキリスト教 

12. 社会主義・共産主義とキリスト教 

13. 日本キリスト教史における人権問題とエキュメニカル運動 

14. まとめ・総括 

 

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

授業後に予習・復習を行なうこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(50%)/各講義の課題・質問・応答（リアクションペーパー）(50%) 

3 分の 2 以上の出席がない者は成績評価の対象としない。 

【変更前】筆記試験(Written Exam)50%, 平常点(In-class Points)50% (授業出席（3 分の 2 以上／リアクションペーパ-の内容 50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特に指定しない。 
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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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■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(Niiza) 

(Christianity and Philosophy) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
近現代西洋哲学とキリスト教 

担当者名 

（Instructor） 
梅田 孝太(UMEDA KOTA) 

学期 

（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） 

近現代の西洋哲学とその背景にあるキリスト教思想についての知識を獲得し、かつそこで提起された諸問題についての理解を

契機として、各自が自ら問うべき哲学的問題を見出して考察を展開すること。 

 

The purpose of this course is to acquire knowledge on modern western philosophy and the Christian philosophy in its 

background, and based on the understanding of issues presented in the lectures, each student is to identify a philosophical 

theme for own consideration. 

 

授業の内容（Course Contents） 

本授業の内容は、西洋近現代の哲学思想、とりわけ「生」を主題化した思想家たちが投げかけた様々な問題提起について、その

背景となっているキリスト教の考え方にふれながら、わたしたち自身のことがらとして考察するというものである。困っているひとを

なぜ助けるのか。誠実さとは何か。科学技術はどこに向かっていくのか。わたしたちの感情は何を求めているのか―。これらの問

いが問われた背景にはキリスト教がある。現代日本社会に生きるわたしたちもまた、少なからずその影響を受けていて、問題意

識の一部を共有することができる。 

受講生は、講義で取り上げるこれらの問いを自ら問うべき問題として受けとめること。そして、それらの問いについて、各自が文献

を手がかりにしつつメタ倫理学的な考察を深めていき、自分にとって「よい」こととはどういうことなのか、反省的に捉え直していく

こと。第２回、第５回、第８回、第１１回、第１３回の授業時に小エッセイを書いて提出。 

 

The course is designed for each student to learn the modern western philosophy, in particular the various questions raised by 

philosophers on “life.” By touching on the Christian theory underlying these themes in the lectures, students are to explore the 

themes as their own. Why do we help people in need? What is sincerity? Where is science and technology headed? What are our 

feelings yearning for? Christian religion was in the background of these questions. Its effect is not small on those of us living in 

modern Japanese society, and we can share some of the awareness.  

Students should attempt actively to seek the answer to these questions introduced in the lecture. Students are to deepen their 

meta-ethical understandings, to reflect and re-think what being “good” means for themselves. Small essays are to be submitted 

at the second, fifth, eighth, eleventh, and thirteenth classes. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入 

2. 近現代西洋哲学思想の歴史的展開 

3. ショーペンハウアー（1）困っているひとをなぜ助けるのか 

4. ショーペンハウアー（2）良心を学ぶことは可能か 

5. ショーペンハウアー（3）禁欲とは何か 

6. ニーチェ（1）「神は死んだ」のか 

7. ニーチェ（2）誠実に生きるとはどういうことか 

8. ニーチェ（3）だれもが生まれつき平等なのか 

9. マックス・ヴェーバー  経済活動は善なのか 

10. ミシェル・アンリ（1）科学技術はどこに向かっていくのか 

11. ミシェル・アンリ（2）わたしたちの感情は何を求めているのか 

12. ジャック・デリダ（1）なぜヨーロッパでは死刑が廃止されたのか 

13. ジャック・デリダ（2）罪といかに向き合うか 

14. まとめ 

 

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

授業内容について参考文献やインターネットを活用して予習・復習すること。とりわけ各自が関心をもったテーマにかかわる二次

文献を精読すること。 
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成績評価方法・基準（Evaluation） 

提出課題と授業参加(60%)/レポート(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。 

【変更前】筆記試験(Written Exam)50%, 平常点(In-class Points)50% (小エッセイ（10％×5 回）50%) 

 

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)） 

基本的にはパワーポイントを使用した講義形式だが、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る。

受講人数によってはグループディスカッションを行う。 

 

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(Niiza) 

(Christianity and Art) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
ルネサンスのキリスト教美術 

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） 
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） 

１５～１６世紀の西欧において制作された美術作品を鑑賞し、キリスト教美術について学ぶ。当時の歴史的背景を学ぶとともに、

表現された主題、図像について理解を深める。キリスト教美術を言葉で解説できるようになることを目指す。 

 

In this course, students will learn about Christian Art through the appreciation of various works of art from 15th-16th century 

Western Europe. Through learning the historical context, students will deepen their understanding of the subjects and icons 

depicted. This course aims to enable students to be able explain Christian Art in their own words. 

 

授業の内容（Course Contents） 

本講義では、西欧近世の代表的なキリスト教美術をとりあげ、作品がどのような主題を表現しているか、制作当時どのようなメッ

セージを備えていたかを考察する。 

古代末期から中世にいたるキリスト教美術の伝統、聖書や聖人伝のテクストと美術作品の比較を行い、キリスト教に関する歴史

文化についても理解を深める。また、西欧各国の概略的歴史や、作品を制作した芸術家の略歴などについても適宜紹介し、西洋

美術史を考えるうえで必要となる関連事項も扱う。考察の対象は、イタリアを中心とする西欧世界の作品である。 

 

In this course, we will take up various representative works of Christian Art in Europe in the Early Modern era. With each work, 

we will examine what it is attempting to depict as well as what message it was meant to convey at the time it was created. 

The course will examine conventions found in Christian Art from ancient times until the Middle Ages, comparing each work to 

what is found in the Bible and various hagiographic texts. Through this, students will deepen their understanding of the historical 

culture of Christianity. In addition, the course will provide a brief history of various European cities, and will also touch upon the 

lives of the artists who made each work when appropriate. The course will also cover related information necessary to the 

study of Western art history in general. Our main subjects are the European, especially Italian works.   

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 歴史的背景―キリスト教と美術 

3. 旧約聖書 1 

4. 旧約聖書 2 

5. 旧約聖書 3 

6. イエスの生涯 1 

7. イエスの生涯 2 

8. イエスの生涯 3 

9. 聖母信仰と美術 1 

10. 聖母信仰と美術 2 

11. 使徒・聖人 1 

12. 使徒・聖人 2 

13. 最後の審判―黙示録 

14. まとめ 

 

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

聖書など、授業で扱うキリスト教関連書籍や、参考文献に目を通しておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

リアクションペーパーの提出およびその精度(30%)/中間課題（2回実施）(40%)/最終課題(30%) 

課題提出は出席確認を兼ねているため、遅れて提出した場合は「遅刻」、未提出の場合は「欠席」扱いとなる。4 回以上欠席した

場合は評価外となる。遅刻は 3回で欠席 1 回に換算する。 

【変更前】筆記試験(Written Exam)60%, 平常点(In-class Points)40% (出席およびコメントペーパーの内容 40%) 
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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. 佐々木英也, 森田義之責任編集、1992-1994、『世界美術大全集 西洋編 第 11-13 巻 イタリア・ルネサンス 1-3』、小学館 

3. 若桑みどり、1993、『絵画を読む―イコノロジー入門』、NHK ブックス 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

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(Niiza) 

(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。 

 

In this course, students will learn about the connection between Christianity and the History of Western Music while intimating 

themselves with the various works that emerged from said connection. 

 

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。 

 

Lectures. In this lecture, we will look at various pieces of music relating to Christianity from the Middle Ages to the 20th 

century in roughly chronological order. We will discuss the composers as well as the structure and contextual background of 

their work. While proficiency in a musical instrument is not required, we will be using sheet music every class as a means to 

analyze and explain each work, so the ability to read sheet music and a desire to learn are a necessity. Religious music aside, 

we will also introduce various secular works that incorporate components related to Christianity, as well as secular works 

whose publication announcements were related to the church calendar in some way. 

 

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. 宗教改革と音楽 

5. バッハとキリスト教１（教会カンタータ） 

6. バッハとキリスト教２（受難曲） 

7. ヘンデルとキリスト教 

8. ハイドンとキリスト教 

9. モーツァルトとキリスト教 

10. ベートーヴェンとキリスト教 

11. 標題音楽とキリスト教 

12. ロマン派音楽とキリスト教１ 

13. ロマン派音楽とキリスト教２ 

14. オペラとキリスト教 

 

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） 

レポート 2 回(52%)/リアクションペーパー(48%) 

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。 

【変更前】筆記試験(Written Exam)75%, 平常点(In-class Points)25% (小レポート 25%) 

 

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。 
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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(Niiza) 

(Christianity and Literature) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
ファンタジー児童文学における魔女化と、愛による死と再生のモチーフ 

担当者名 

（Instructor） 
大澤 千恵子(OOSAWA CHIEKO) 

学期 

（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。 

 

Through examining various Christian symbols found in literature, this course aims to enable students to obtain a deeper 

comprehension of these works whilst helping them view Christianity from a different angle. 

 

授業の内容（Course Contents） 

児童文学ファンタジーは、キリスト教文化の影響を強く受けている。様々な物語の中にキリスト教的な主題を見て取ることが出来

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から魔女の誕生や死と再生のモチーフを読み解く。 

 

Children’s fantasy literature has received a strong influence from Christian culture. One can often notice Christian themes 

present within various stories in the genre. In this course, students will extensively grasp the relationship between literature and 

religion through the examination of fairy tales and children’s literature that remain familiar to many in the present day. Students 

will be able to understand the aspects of Christianity relevant to the cultural backgrounds of each work as well as the themes 

presented within. They will also be able to read and comprehend variations of these aspects that often appear as motifs, such 

as the birth of the witch, death, and rebirth. 

 

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. 愛とは何か 『眠れる森の美女』 『マレフィセント』 

4. 運命論から自助論へ 『シンデレラ』 

5. キリスト教と魔女 『白雪姫』『塔の上のラプンツェル』 

6. 死と再生のモチーフ 『マッチ売りの少女』 『アナと雪の女王』      

7. 無償の愛による献身 『人魚姫』 

8. 別世界の創造 『ピーター・パン』 

9. イエスの死と復活１ 『ナルニア国物語』 

10. 多元的な世界を信じる１ 『ナルニア国物語』 

11. 多元的な世界を信じる２ 『トイ・ストーリー」』 

12. 世俗的物語にみるキリスト教 『ハリー・ポッターシリーズ』 

13. 日本の物語にみるキリスト教 『銀河鉄道の夜』 

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） 

出席および議論への参加度(30%)/授業毎の提出課題(70%) 

【変更前】筆記試験 50％、平常点（出席及び授業に取り込む姿勢 10％、提出物 40％）50％ 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 大澤千恵子、2014、『見えない世界の物語』、講談社 

 

参考文献（Readings） 

1. 大澤千恵子、2019、『〈児童文学ファンタジー〉の星図』、学芸大学出版会 
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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(Niiza) 

(Religions in Global Society) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
イスラームとジェンダー (Islam and Gender) 

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） 

本授業は、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。 

 

This class aims to endow students with the fundamental ability to comprehend the complex, yet fluid, nature of the world today 

by considering contemporary Muslim societies from a gender perspective. 

 

授業の内容（Course Contents） 

本授業では、イスラームという宗教が社会に与える影響について、結婚と離婚というテーマを取り上げて、多様なムスリム諸国の

実践を通じて考察する。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。＊授業の内容は前後

することがあり得る 

 

In this course, we will discuss the impact of the religion of Islam on Muslim societies, focusing on the practices of marriage and 

divorce in various Muslim countries. Lecture format using PowerPoint, utilizing video materials and actual materials as 

appropriate.The order and content of the classes may change slightly depending on the progress. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ジェンダーの視点とイスラーム 

2. エジプトの結婚と離婚 

3. 古典イスラーム法の形成と発展 

4. 聖典クルアーンとイスラームの婚姻制度 

5. 預言者ムハンマドとその妻たち 

6. 古典イスラーム法から現代家族法への展開 

7. パレスチナの社会と結婚 

8. 結婚と離婚からみるムスリム諸国の多様性 

9. 性をめぐるイスラームの規範 

10. ムスリム女性のヴェールをめぐる問題 

11. 現代ムスリム社会の結婚最前線 

12. サウジアラビアの社会と結婚 

13. 映画で学ぶムスリムの結婚と離婚  

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、教科書（テキスト）を読んでもらう。復習としては、再度教科書を読み、参考文献もあわせて参照し、理解を深めてほし

い。  

 

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(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。<BR>【変更前】筆記試験(Written Exam)50%, 平常点

(In-class Points)50% (中間レポート 30%,平常点 20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 森田豊子・小野仁美編著、2019、『結婚と離婚（イスラーム・ジェンダー・スタディーズ１）』、明石書店 (ISBN:9784750349381) 

 

参考文献（Readings） 

1. 椿原敦子・黒田賢治、2018、『サトコとナダ』から考えるイスラム入門、星海社 (ISBN:978-4065144770) 

その他の参考文献は、各回の授業時に紹介する。 

 



 

 - 996 - 

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(Niiza) 

(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。 

 

In this course, we will examine various issues related to ethics and bioethics found in present day society. Students will identify, 

assess, and consider the issues, ascertaining from where they arise while sorting out their points of view on the matters. This 

course aims to provide a foothold for many differing viewpoints. 

 

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。 

なお、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をしつつ授業を進めていくつもりでいるため、受講者の関心や社会

状況などに応じて、授業の進行や扱うテーマも適宜調整する予定である。 

 

Questions related to ethics and bioethics, particularly ones relating to "I/me", "we/us", and "life", are questions one is quite 

likely to have posed to them should they ever discuss the topic. In this course, we will begin by discussing various ethical and 

bioethical topics relating to these questions in order to identify and consider the issues at hand. Upon doing this, we will 

identify, consider, and reference the opinions of philosophers and thinkers relating to various things that make one feel the 

source of religion. From this, we will develop various differing viewpoints as we examine what the ideal states of "I/us", 

"we/us", and "life" should be. 

Additionally, video materials will be used in order to cultivate a better understanding. It is also planned for students to break up 

into groups and hold discussions. During class, students will be asked to write their comments down on a piece of paper. These 

comments will be anonymous, and the paper will be shared amongst the class, enabling students to be exposed to differing 

viewpoints and helping them to widen their perspective. 

The course will proceed by answering the questions and arguments written on the paper. Topics and material covered are 

planned to be adjusted based on the students’ interests and current world events.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入：我々と倫理と「宗教」 

2. 「宗教」と価値観・世界観 1 

3. 「宗教」と価値観・世界観 2 

4. 現代と「宗教」1 

5. 現代と「宗教」2 

6. 現代と「宗教」3 

7. 倫理／生命倫理への導入・基礎 1 

8. 倫理／生命倫理への導入・基礎 2 

9. 倫理／生命倫理への導入・基礎 3 

10. 倫理／生命倫理における諸問題 1 

11. 倫理／生命倫理における諸問題 2 

12. 倫理／生命倫理における諸問題 3 

13. 哲学者・思想家の見解 
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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） 

通常のコメントペーパー(50%)/小レポート(30%)/授業への参加姿勢・協力度(20%) 

2/3 以上の出席がない場合は成績評価の対象としない（出席は「出席票」の提出によって確認）。また、他の学生の学びを妨害す

るような行為は遠慮願う（酷い場合には、大幅な減点をする）。 

【変更前】筆記試験(Written Exam)50%, 平常点(In-class Points)50% (コメントペーパーの内容と授業への参加姿勢 50%) 

 

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)） 

 

 

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(Niiza) 

(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 

（Aum Shinrikyo and modern society) 

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（1995 年）の実相を、マスコミやネットなどの情報だけに頼らずに知ること。また、このような事件を生み出し

てしまった社会のありかたを問うことによって、受講者が現代日本の社会のありかたとその中での自分自身の生き方について考

えること。 

 

In this course, we will examine the truth behind the Aum Shinrikyo incident (1995), without only relying on information from the 

internet or the media. Also, through examining the state of society when the incident occurred, students will reflect upon the 

current state of Japanese society as well as their respective ways of life. 

 

授業の内容（Course Contents） 

信者たちがオウムに入信し、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、裁判傍聴記、ドキュメンタリー映画などを利用する。受講者全員に発表してもらうほか、コメン

ト提出などを通して、資料を自分の目で確かめ、それをもとに各自が考え、互いに議論をする。 

 

The course will focus on the process of how followers joined the Aum Shinrikyo, being driven to violence through their absolute 

obedience to the founder. The course will analyze the situation using various published memorandums written by Aum Shinrikyo 

leaders and former members, written accounts of court hearings, and video documentaries. Students will be asked to present 

their thoughts and comments to the rest of the class. Every student will look over the data with their own eyes, come to their 

own independent conclusions, and discuss their thoughts with each other. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 講義１ オウム真理教事件とは何か：事件の概要 

2. 講義２ オウム真理教事件が問いかけているもの：問題提起 

3. 発表と討議１ メディアと世間  

4. 発表と討議１ メディアと世間  

5. 発表と討議２ オウム真理教と神秘体験 

6. 発表と討議２ オウム真理教と神秘体験 

7. 発表と討議３ なぜオウムに入ったのか（入信動機） 

8. 発表と討議３ なぜオウムに入ったのか（入信動機） 

9. 発表と討議４ なぜ教祖に従ったのか（洗脳、マインドコントロール） 

10. 発表と討議４ なぜ教祖に従ったのか（洗脳、マインドコントロール） 

11. 発表と討議５ なぜオウムは生まれたのか（われわれの社会の問題） 

12. 発表と討議５ なぜオウムは生まれたのか（われわれの社会の問題） 

13. 発表と討議６ オウム裁判 

14. 発表と討議６ オウム裁判 

 

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

必要な参考文献を各自で読み、パワポやプリントなどを使った発表をしてもらう。試験では、自分が発表したテーマ以外の問いを

選び、解答してもらうので、自分の担当以外のテーマについても一定の読書が必要となる。その他に、コメントや中間レポートを提

出してもらう。詳しくは最初の授業で詳しく説明するので、必ず出席のこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/レポート課題(40%) 

※毎回レポート課題を提出してもらい、それをもって出席を確認するので、必ず提出すること。 

【変更前】筆記試験(Written Exam)60%, 平常点(In-class Points)40% (授業への参加度 40%) 

 

テキスト（Textbooks） 
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特定の教科書は使用しない。 

 

参考文献（Readings） 

1. 村上春樹、1998、『約束された場所で』、文藝春秋 

2. 佐々木隆三、2002、『大義なきテロリスト』、NHK 出版 

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、その中から自分が担当するテーマに必要な文献を読んでもらう。図書館を有効に利用すること。図書

館にない資料は Blackboard で提供する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 

 - 1001 - 

■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(Niiza) 

(Humanities(Literature)) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
教科書掲載小説の再読――作品を深める／作家で広げる―― 

担当者名 

（Instructor） 
椋棒 哲也(MUKUBO 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） 

日本近代文学の名作（主に短篇）を読み、当該分野に関する基礎知識を身に付けるとともに、併せて日本近代文学史の概要を理

解する。 

 

In this course, students will read various masterpieces of modern Japanese literature (mostly short stories). While picking up 

basic knowledge in the relevant fields, students will come to understand a basic outline of the history of modern Japanese 

literature. 

 

授業の内容（Course Contents） 

従来、中学校・高等学校の国語（現代文）教科書は、明治・大正・昭和時代の多くの文学作品を採録してきた。そのような教材を

精読し、鑑賞してきた皆さんにおいて本授業は、幾つかの新知識を得るための場となる。担当教員は別様の解釈・観点や資料を

紹介することに努めたい。そして作品自体に初めて向き会う方たちにおいて本授業は、新たな読書体験を提供する機会となる。

また教員は学期を通じて、日本近代文学史について抄説する。なお授業の内容や計画は修正することがある。 

 

Usually, works taken from the Meiji, Taisho, and Showa eras have been selected as educational materials in middle/high school 

Japanese courses (modern Japanese). For students who have studied and appreciated these works, this course will serve as a 

place to encounter new ideas. The teacher in charge will make an effort to introduce varying interpretations, data, and points of 

view. And for students who will be encountering these works for the first time, this course will serve as an opportunity for a 

brand-new reading experience. Additionally, the teacher will lecture on the history of modern Japanese literature throughout the 

course of the semester. Please note that the contents and schedule of this course are subject to changes.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. はじめに：ガイダンス 

2. 森鷗外「舞姫」「高瀬舟」ほかにふれて 

3. 夏目漱石「夢十夜」「こゝろ」ほかにふれて 

4. 志賀直哉「城の崎にて」＊ほかにふれて 

5. 谷崎潤一郎「陰翳礼讃」などにふれて 

6. 芥川龍之介「羅生門」「蜜柑」ほかにふれて 

7. 宮沢賢治「なめとこ山の熊」ほかにふれて 

8. 横光利一「蠅」ほかにふれて 

9. 川端康成「ざくろ」＊ほかにふれて 

10. 梶井基次郎「檸檬」ほかにふれて 

11. 太宰治「富嶽百景」「走れメロス」ほかにふれて 

12. 中島敦「山月記」「名人伝」ほかにふれて 

13. 戦後文学にふれて 

14. おわりに：講義のまとめ 

 

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

「授業計画」で示した作品を事前に読んでみること。中学校・高等学校在学時に使用した現代文の教科書やノートに、上記の作品

に関する記述があれば、読み返すこと。授業内で参照した作品や関連資料を読む・視聴すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

毎回の出席と、併せて適宜書いて提出するリアクションペーパー。(70%)/最終レポート。(30%) 

なお３割（12 回のうち４回）を越える欠席が確認された場合は、成績評価の対象としない。 また、30 分を越えて教室（ミーティン

グ）を出入りする場合は、これを出席と認めない。 

【変更前】筆記試験(Written Exam)41%, 平常点(In-class Points)59% (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%) 
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テキスト（Textbooks） 

なし。適宜資料を用意する。 

 

参考文献（Readings） 

授業で取り上げる作品。「授業計画」において「＊」印を付したもの以外、すべて「青空文庫」（https://www.aozora.gr.jp/）で読むこ

とができる。 

 

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(Niiza) 

(Humanities(Philosophy,Pedagogy)) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
想像力とはなにか。 

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） 

想像力をめぐる思想史の概観を得た上で、現代社会の諸問題を想像力の観点から考えることができる契機とする。 

 

Upon outlining the history of ideas that revolve around imagination, this course aims to serve as an opportunity for students to 

think about society’s various problems from the standpoint of imagination.  

 

授業の内容（Course Contents） 

本講義の主題は、想像力である。現代社会は、“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。そのようなことを踏まえれば、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もできる。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。 

 

The subject of this course is imagination. Present day society can often be expressed figuratively by phrases like “We have no 

idea how things are going to turn out” or “Our path forward has been obstructed,” and it is often said that young people today 

don’t have any dreams. With that as the backdrop, it is easy to see why one would be able to think of the present as an age 

suffering from a distinct lack of imagination. What should we do in order to break through this “obstruction” in society and live a 

life filled with dreams? In this course, we will consider this question while paying particular attention to one of the human mind’s 

many abilities: imagination. Let’s think about imagination, which to be honest, is inseparably related to the humanities, together! 

Now, let us head to the world of imagination. 

 

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（1） 

4. 想像力とは何か（2） 

5. 人文学と想像力 

6. デカルトの思想 

7. 規範理論の概観 

8. 市場経済 

9. 官僚制 

10. 近代個人主義と想像力 

11. 共同体と親密圏 

12. 公共圏 

13. ケア 

14. まとめ 

 

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

各回に指示する教科書の指定部を読んでくることを予習として求める。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート 4 回(52%)/授業毎に指示するワークシート(48%) 

【変更前】筆記試験(Written Exam)100% 

 

テキスト（Textbooks） 
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1. 大倉茂、2015、『機械論的世界観批判序説』、学文社 (ISBN:9784762025754) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

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(Niiza) 

(Humanities(History)) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
イギリス近世・近代の歴史 

担当者名 

（Instructor） 
鹿野 美枝(SHIKANO 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） 
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） 

イギリス近世・近代の歴史を学び、現代社会における問題を歴史学的知見から多角的に捉え、考える力を養う。 

 

In this course, through learning the history of early modern Britain, students will cultivate the ability to see and think about 

problems relating to present-day society from the standpoint of the history. 

 

授業の内容（Course Contents） 

主に講義形式で、イギリスの近世・近代の歴史について学びます。授業では、文字資料や図像資料など多様な歴史学の史資料

にふれてもらいます。できる限りたくさんの歴史学の史料にふれることで、受講生とともに歴史学的知見から多角的に物事を把握

することを学んでいきます。 

 

This course mainly involves lectures on the history of early modern Britain. With many historical records and materials, we will 

learn how to address problems through multiple angles of historical thinking. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション：歴史学、西洋史、イギリス近世・近代史 

2. イギリスの宗教と社会 

3. ロンドンの近代化 

4. 革命後のイギリス 

5. 議会と選挙 

6. 財政軍事国家①行財政 

7. 財政軍事国家②戦争 

8. 海外貿易の発展とアジア観 

9. イギリス東インド会社 

10. ネイボッブ 

11. モラル・リフォーム 

12. 奴隷貿易と奴隷制 

13. 近代国家の発展 

14. まとめ 

 

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

世界史などの基礎知識については、各自で授業内に紹介する概説書や参考書などを用いて予習・復習をすること。 

授業で用いる歴史学的史料は、授業内の指示に従い、各自であらかじめ目を通しておいてもらうこともある。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/コメントシート（リアクションペーパー）(20%)/授業内ディスカッションなどへの参加(20%) 

コメントシートは、自分なりの感想や意見・考えなどを表現できているかを評価する。主に講義形式をとるが、積極的な授業内発

言を歓迎する。 

【変更前】筆記試験(Written Exam)60%, 平常点(In-class Points)40% (コメントシート 20%授業内ディスカッションなどへの参加,20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業内で適宜プリントを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 服部良久ほか編、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:9784876989485) 

2. 浦野聡、深津行徳編著、2006、『人文資料学の現在（1）（2）』、春風社 (4861100631；9784861101632) 

その他、参考文献は授業内で適宜紹介する。重要な参考文献は初回授業時に案内する。 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業内容は、受講者の希望によって若干変更する可能性がある。積極的に自信の関心や希望を伝えてほしい。 

資料の配付に Blackboard を使用することもある。 

 

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(Niiza) 

(Stepping into the World of Art) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
オペラの諸相 

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） 

様々なオペラ作品を通して、作品の成立や上演に伴う諸問題を理解し、芸術のあり方について多角的に考える。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。 

 

In this course, the aim is to understand the background and various issues for performing different operas, and think about the 

approach towards art from multiple aspects. At the same time, acquire the attitude to think individually and to express 

themselves in writing. 

 

授業の内容（Course Contents） 

講義形式。18 世紀から 20 世紀の間にオーストリア、イタリア、ドイツで生み出されたオペラ作品を題材に、時代背景との関わり

や、台本とその原作、作曲技法の変化、そして演出家の解釈など、総合芸術であるオペラならではの諸相を読み解く。 

 

Lecture format. Pick up operas created in Austria, Italy, and Germany between 18th and 20th century, to understand various 

aspects of opera as composite art, including their relationship with historic background, librettos and original literature, change 

in musical composition techniques, and interpretation by the directors. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オペラの基礎知識 

2. 音楽史におけるオペラ作曲家 

3. 18 世紀：モーツァルト《フィガロの結婚》（１） 

4. 18 世紀：モーツァルト《フィガロの結婚》（２） 

5. 19 世紀：ヴェルディ《リゴレット》（１） 

6. 19 世紀：ヴェルディ《リゴレット》（２） 

7. 19 世紀：ヴェルディ《ラ・トラヴィアータ（椿姫）》（１） 

8. 19 世紀：ヴェルディ《ラ・トラヴィアータ（椿姫）》（２） 

9. 19 世紀：ワーグナー《ニュルンベルクのマイスタージンガー》（１） 

10. 19 世紀：ワーグナー《ニュルンベルクのマイスタージンガー》（２） 

11. 20 世紀：プッチーニ《蝶々夫人》（１） 

12. 20 世紀：プッチーニ《蝶々夫人》（２） 

13. 20 世紀：ベルク《ルル》（１） 

14. 20 世紀：ベルク《ルル》（２） 

 

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

 知識や観賞経験の積み重ねが、考えるきっかけへと繫がっていくので、必ず前回の授業内容を復習してから、次の授業に臨む

こと。 

 また、大学図書館経由でアクセス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、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） 

授業の課題（2/3 以上の課題提出のない場合は成績評価の対象としない）(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。多数の遅刻や早退は、欠席とみなす。 

【変更前】筆記試験(Written Exam)60%, 平常点(In-class Points)40% (リアクション・ペーパー40%) 

 

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. 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) 



 

 - 1008 - 

2. 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)） 

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(Niiza) 

(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。 

 

In this course, students learn the basic structure of the global economy and its latest developments from the viewpoint of basic 

international economics. The goal is to use the knowledge of international economics to obtain a basic perspective on the news 

around the global economy. 

 

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。 

 

Students should prepare the text book before the lecture. The lecturer explains the text book and improve student 

understanding. In the lecture, the lecturer and students will give questions and answers actively, and promote the students' 

active learning. Students are requested to summarize the contents of each lecture on reaction papers, and submit their 

opinions. Group works will sometimes be conducted. By performing the intermediate test two times and returning the results, it 

is checked whether the learning results have been established and used as improvement materials. 

 

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） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/中間テスト（１）(20%)(20%)/中間テスト（２）(20%)(20%) 

【変更前】筆記試験(Written Exam)60%, 平常点(In-class Points)40% (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） 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

立教時間を通じ、情報・教材・メールを発信しています。リアクションペーパも、立教時間経由で提出になります。ブラックボード

は、第５回目まで、バックアップ的に教材を掲載します。 

 

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(Niiza) 

(Understanding of Sociology) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
メディアと社会：コミュニケーションの観点から学ぶ 

担当者名 

（Instructor） 
是永 論(KORENAGA RON) 

学期 

（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） 

この講義では、コミュニケーションを中心的な視点に置きながら、メディアと社会の関係を捉え直すことを通じて、社会学の考え方

について学ぶ。 

 

In this course, by re-examining the relationship between media and society, students will learn about various ways of thinking 

encountered in sociology. We will be placing particular focus on communication. 

 

授業の内容（Course Contents） 

今から一世紀にさかのぼる間に、私たちの社会生活は、多様なメディアとの関係において展開してきた。近年のインターネットの

普及などによりさらに新たな状況の展開を迎える中で、この講義では、メディアと社会の関係を、コミュニケーションの観点により

基礎からとらえ直すことを目的とする。そのことは、社会学を通して社会の将来を見通す手がかりともなるだろう。 

 

Over the course of the past century, our social lives have progressed under the auspices of various forms of media. In recent 

years, the massive diffusion of the internet has provoked a major upheaval. This course hence aims to thoroughly re-examine 

the relationship between media and society from the viewpoint of communication. Students will learn how to use sociology in 

order to predict the future of society. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. コミュニケーションとは何か 

2. ことばとコミュニケーション 

3. 談話・文章を理解するメカニズム 

4. 文章と文字のコミュニケーション 

5. 映像のコミュニケーション 

6. 自己とコミュニケーション 

7. 親密性とコミュニケーション 

8. うわさ 

9. 説得 

10. メディアの影響力 

11. スポーツ文化とコミュニケーション 

12. バーチャル空間のコミュニケーション 

13. 情報社会とネットワーク 

14. まとめ 

 

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

資料の配布および課題の提出は原則としてすべて「立教時間」を使用してオンラインで行う。資料は事前にダウンロードして目を

通しておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

各回の授業課題(70%)/中間課題(30%) 

【変更前】筆記試験(Written Exam)60%, 平常点(In-class Points)40% (授業内課題 40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 辻大介ほか、2014、『コミュニケーション論をつかむ』、有斐閣 (ISBN:4641177201) 

 

参考文献（Readings） 

授業時に紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 



 

 - 1012 - 

 

 

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(Niiza) 

(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：自由な世界の不自由な現実編 

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） 

 1．政治学が扱ってきた様々なテーマや政治思想を紹介しながら、自由をめぐる諸問題についての理解を深めていきたいと思い

ます。2．レポート作成とその評価作業を通じて、学生にとって必要となる基礎的な文章能力の向上を図ります。3．以上の目標を

通じて、現代社会の諸問題について、自ら考え、自分の言葉で表現しようとする人間を育てたいと思います。 

 

 1) While introducing various topics and political ideas handled by political science, this course aims to deepen student's 

understanding of issues concerning freedom. 2) Through receiving evaluations of their submitted reports, this course aims to 

strengthen the basic writing skills that are a necessity of every student. 3) Through the objectives described above, the 

instructor hopes to train people who can think on their own about the various problems in contemporary society and who try to 

express their ideas in their own words. 

 

授業の内容（Course Contents） 

 この講義は、政治を扱った映画を見る講義ではありません。様々な映画を政治学理解の補助線として利用しながら、政治学の

主要テーマや基本概念、政治思想を紹介し、現代社会が抱える諸問題について考えていこうとする講義です。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。また、権威主義的指導者と一体化したり、周囲と同調したりすることで不

安を払拭しようとする現代の大衆心理、規律訓練という権力技術によって生み出される現代の管理社会、「ポスト真実」と呼ばれ

る時代にあって、問い続け、考え続けることの重要性、といったテーマについても考えていきたいと思います。このように、現代社

会を考える数多くのテーマを取り上げることによって、学生自身の政治と社会を視る眼を育てていくことが、この講義のねらいで

す。また、小レポートの提出やその評価作業を通じて、自らの考えを説得的に伝えていく技能にも習熟してもらいます。 

 

 This course is not about watching movies dealing with politics. Rather, this is a course that will use various movies as a means 

to introduce important subjects and basic concepts handled by political science, which will then be utilized to think about the 

problems faced by contemporary society. The course will start with Machiavelli during the European Renaissance and continue 

with Locke and Smith, who set the foundational theory for modern liberalism. The course will then proceed to discuss Marx's 

criticisms of capitalism and Weber's criticisms of modern rationalism. Unifying factors between authoritarian leaders will be 

discussed as well as mass psychology, which makes one sympathize more with one's surroundings. The course will also consider 

techniques for drilling discipline with a gaze, as well as issues relating to the authoritative effects of such techniques and the 

significance of thought in the era of "post-truth". In this way, the aim of this course is to develop students' "eyes" and thinking 

for this society by taking up a number of themes that consider modern society. Furthermore, through the submission and 

evaluation of various small reports, students will master the skill of communicating their thoughts in a persuasive manner. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 政治学的知性とは何か 黒澤明監督『蜘蛛巣城』 

2. 二つの自由と二つの政治原理 宮崎吾朗監督『コクリコ坂から』 

3. 人はなぜ自由と言えるのか M.S.ジョンソン監督『サイモン・バーチ』 

4. 働くことはステキな魔法 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. 資本の自己増殖がどうにもとまらない B.シャープスティーン監督『ファンタジア』 

7. 新自由主義に抗って「威風堂々」と進め M.ハーマン監督『ブラス！』 

8. 官僚制という「鋼鉄の檻」の中のミイラ 黒澤明監督『生きる』 

9. ファシズム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』 

10. 規律訓練という権力の技術 M.フォアマン監督『カッコーの巣の上で』 

11. 一羽のカッコーが雛たちに教えたこと  M.フォアマン監督『カッコーの巣の上で』 

12. 自分の行為がわかっていない無思想性 M.v.ﾄﾛｯﾀ監督『ハンナ・アーレント』 

13. 政治という営みと境界人の可能性 黒澤明監督『七人の侍』 

14. その政治に正当性はあるのか 是枝裕和監督『大丈夫であるように』 
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授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

 最初に断っておきますが、この講義は、楽して単位がとれるようなものではありません。講義レジュメの中で提示するテーマで、

小レポートを 4 回執筆してもらいます。提出した小レポートは履修者全員に公開されますので、他人が読んでもわかりやすく、発

想や説得力の点で優れていて、内容に責任がとれるレポートを書かねばなりません。また、他の学生のレポートを 10 枚ほど読ん

で、レポート評価シートを 2 通作成する作業も 4 回行います。作成した評価シートはレポート執筆者に手渡しますので、レポート

の内容を踏まえた、責任がとれるコメントを書かねばなりません。以上からもわかるように、一回の課題を仕上げるために、少なく

ても半日以上の時間が必要となります。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

小レポートの提出４回(60%)/レポート評価シートの提出２枚×４回(40%) 

小レポートとレポート評価シートがそれぞれ 4 回提出されていない場合、成績評価の対象とはなりません。<BR>【変更前】筆記試

験(Written Exam)50%, 平常点(In-class Points)50% (講義で提示するテーマで小レポートを執筆 4 回提出 30%,他の学生のレポー

トを読んだ上でレポート評価シートを作成 2 通×4 回提出 20%) 小レポートとレポート評価シートがそれぞれ 4 回提出されていな

い場合、定期試験を受けても成績評価の対象とはなりません 

 

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)） 

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。 

視覚障害・聴覚障害の学生の履修にも対応していきたいと思います。 

 

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(Niiza) 

(Introduction to Business Administration) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
企業の組織と戦略の基礎を具体的なケースと問題演習で学ぶ 

担当者名 

（Instructor） 
岸本 徹也(KISHIMOTO TETSUYA) 

学期 

（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） 

企業の戦略と組織に関する基礎的な知識について学ぶ。 

 

The purpose of this course is to learn the basics on corporate strategies and organization. 

 

授業の内容（Course Contents） 

この授業では、企業の戦略と組織に関する基礎的な知識ついて、具体的なケースと問題演習を通じて習得していく。 

専門的な用語や理論の説明はできるだけ具体的なケースを絡めて詳しく解説をしていき、その後の問題演習では、中小企業診

断士試験や経営学検定試験の問題等を用い、基礎的な知識の定着を図りたい。 

 

Students will learn the basics on corporate strategies and organization through specific case studies and exercises.  

Detailed explanation on technical terms and theories will be given with specific cases to the extent possible, followed by 

exercises using questions for Small and Medium Enterprise Management Consultant examination and Management Qualification 

Test (keieigaku kentei), to establish basic knowledge. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 経営学とは何か 

3. モチベーション理論 

4. 集団活動とリーダーシップ 

5. 組織行動論の復習と問題演習 

6. 組織構造と組織デザイン 

7. 組織理論の復習と問題演習 

8. プロダクト・ポートフォリオ・マネジメント① 

9. プロダクト・ポートフォリオ・マネジメント② 

10. 競争戦略論① 

11. 競争戦略論② 

12. 戦略論の復習と問題演習 

13. 経営学のさまざまな領域と研究テーマ 

14. まとめ 

 

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

講義の指示に従って予習や復習を行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(30%)/小テスト 2 回(50%)/リアクションペーパーなど(20%) 

【変更前】筆記試験(Written Exam)50%, 平常点(In-class Points)50% (小テスト、リアクションペーパー、出席等 50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 榊原清則、2013、『経営学入門［上］〈第 2 版〉』、日本経済新聞出版社 (ISBN:978-4532112820) 

 

参考文献（Readings） 

必要に応じて随時紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■FH017 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

現代社会と観光                     新座(Niiza) 

(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） 
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） 

この授業は，観光の今を知り、現代社会における観光のあり方について問題意識を持ってもらうことをねらいとしています。  

 

This course addresses current topics and issues in tourism and helps students gain a sense of the problems relating to tourism 

in modern society. 

 

授業の内容（Course Contents） 

観光は、国の成長戦略や地方創生の切り札として大きな期待が寄せられています。しかし他方では、地域の暮らしや社会環境に

悪影響を及ぼす“オーバーツーリズム”が問題視されています。この授業では，観光や地域振興に関わる様々な問題を提起して

いきます。現代の観光を取り巻く様々な環境条件と変わりゆく観光の動向を把握するとともに，現代社会における観光の意義や

役割、あり方について考えてみましょう。 

 

Tourism engenders high expectations as a key factor of community revitalization and economic growth in Japan. But 

“overtourism” is generating many problems in community life and the social environment. This course will raise issues of 

tourism and community revitalization. Students will grasp the various environmental conditions involving current tourism and 

changing trends in tourism and learn about the significance and role of tourism in modern society. Together we will think further 

about the ways to promote desired tourism in the future. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業をはじめるにあたって～問題提起～ 

2. 平成時代に観光はどう変わったのか～転換の時代を振り返る～ 

3. 観光の実態を知ろう～データでみる日本の観光の実情～ 

4. 日本はなぜ「観光立国」をめざすのか～そのねらいと背景～ 

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～ 

6. 観光・地域振興①～観光は地域を元気にできるか～ 

7. 観光・地域振興②～「観光まちづくり」のめざすもの～ 

8. 観光と地域ブランド構築～地域経済活性化の両輪として期待される DMO と地域商社の役割とは～ 

9. 「（B 級）ご当地グルメ」を通して観光・地域振興を考える 

10. 「民泊」の光と影～民泊問題が投げかけるものとは～ 

11. ホスピタリティ・ビジネスの課題～日本の“もてなし”は大丈夫か～ 

12. これからの旅行ビジネスを考える～旅行市場の成熟化と質的変化～ 

13. 「オーバーツーリズム」「観光公害」とは～観光のあり方を問い直す～ 

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） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/授業内課題・リアクションペーパー(40%) 

【変更前】筆記試験(Written Exam)80%, 平常点(In-class Points)20% (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。 
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参考文献（Readings） 

1. 前田 勇編著、2019、『新現代観光総論』第 3 版、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)） 

 

 

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(Niiza) 

(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 

 

 This course will discuss the modern society in which children live. 

 It will cover various issues that children face. 

 Additionally, in this course we will analyze how to form a society in which it is easy for children to live. 

 

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。 

 

Children are currently being brought up in this society which is rife with uncertainty and instability and where change is often 

swift and extreme. Using the neediness of children as a starting point, this course will explain how a tough set of circumstances 

surround children. In this course, students will come to recognize the issues that exist within the society children live in as 

actual issues, while re-examining children as fully autonomous individuals. Students will understand how the world is for 

children, who are always living in the now, as we carefully consider how to create a society in which it is easy for children to 

live. This course will optimally serve as an opportunity for students to shift their attention to the children present in their own 

lives. 

 

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 － 子どもの権利 

3. 子どもと健康 

4. 子どもと家庭 

5. 子どもと学校 

6. 子どもと地域 

7. ゲストスピーカー（子どもをささえる活動の実際） 

8. 子どもと福祉 

9. 子どもと司法 

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（子どもが生きやすい社会に向けて） 

14. まとめ 

 

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） 

レポート試験(Report Exam)(50%)/出席確認を兼ねたリアクションペーパーへの記入内容(50%) 

【変更前】筆記試験(Written Exam)50%, 平常点(In-class Points)50% (出席を兼ねたリアクションペーパーへの記入内容等 50%) 
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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、2019年、『子ども白書 2019』、本の泉社 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

本科目は、担当教員の実務経験、または実務に従事するゲスト・スピーカーの招聘講義等を活かした授業である。 
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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(Niiza) 

(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) 

学期 

（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。 

 

Through analyzing specific topics in science and mathematics, students will learn the history of science as well as its place in 

modern society. Students will also learn methods of thinking in a scientific manner, as well as basic fundamental principles and 

methodologies related to the natural sciences. Furthermore, students will gain a general vision of the natural sciences, which 

continue to develop at a high level. This discipline is part of the Introduction to Academic Studies subject group, which is part 

of one’s Introduction Phase. 

 

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。数学ではフィボナッチ数列にまつわる話題、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。 

 

Through learning basic topics relating to mathematics, physics, and chemistry, students will learn the fundamental principles and 

methodologies that have spurred large advancements in the natural sciences through time. With regards to mathematics, the 

course will deal with topics relating to the Fibonacci sequence. In physics, we will touch upon space, earth, and matter. 

Chemistry will discuss the chirality of chemical substances, photochemistry, and electrochemistry. For each individual field, the 

aim is for students to marvel at the wonders contained, to enjoy the interesting properties studied, and to excite their 

intellectual curiosity for the natural sciences. Through learning these specific topics, students will understand various 

fundamental principles in the natural sciences while gaining a general vision of these fields, which continue to develop at a high 

level. 

 

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：原子・分子の世界 〜生命から宇宙まで〜 

7. 物理編：宇宙の観測 〜宇宙からのメッセンジャー〜 

8. 物理編：自然科学の発想と手法 〜物理学の場合〜 （１） 

9. 物理編：自然科学の発想と手法 〜物理学の場合〜 （２）、小テスト 

10. 数学編：フィボナッチ数列 

11. 数学編：石取りゲームの数理 

12. 数学編：石取りゲームとフィボナッチ数列 

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） 
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授業中に指示する課題(45%)/レポート（3 回）(55%) 

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。 

【変更前】筆記試験(Written Exam)50%, 平常点(In-class Points)50% (小テスト・リアクションペーパー50%) 

 

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

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(Niiza) 

(Learning from physical science) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
ジェンダー・スタディーズからの学び 

担当者名 

（Instructor） 
佐野 信子(SANO NOBUKO) 

学期 

（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） 

近年、目覚ましい発展を遂げている学問分野の一つとして、ジェンダー・スタディーズが挙げられる。ジェンダーは現代社会を生き

る全ての者に共通する概念であることから、その概念を正しく理解することを目標とする。                          

 

In recent years, gender studies has stood out as a discipline that has experienced spectacular growth. The goal of this course is 

for students to understand that gender is a concept shared by everyone living in modern society, and for students to accurately 

comprehend this concept.                          

 

授業の内容（Course Contents） 

ジェンダーの視点から自身の成育史を振り返り、各回のテーマと自らを結びつけて考察する。無用なジェンダー・バイアスから自

らを解放し、よりよい社会づくりの一員となるために必要な知識を身につける。なお、各回のテーマを講義する際には、スポーツや

学校体育に関する話題が中心となる。 

 

Students will look back upon their growth from the standpoint of gender, examining each topic discussed by relating it to their 

own lives. Students will acquire knowledge necessary to liberate themselves from pointless gender biases, enabling themselves 

to become a person who can contribute to the formation of a better society. Subjects related to sports and school gym classes 

will play a leading part in each topic discussed in the lecture. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. ジェンダー概念の理解：ジェンダーって何？ 

3. 身の回りのジェンダー・バイアス 

4. ‘history’or‘his story’？ 

5. 隠れたカリキュラム（１） 

6. 隠れたカリキュラム（２） 

7. メディアとジェンダー（１） 

8. メディアとジェンダー（２） 

9. 食行動とジェンダー 

10. 男性学 

11. セクシュアル・マイノリティ 

12. ジェンダーの視点からみた「東京 2020 オリンピック・パラリンピック」（１） 

13. ジェンダーの視点からみた「東京 2020 オリンピック・パラリンピック」（２） 

14. まとめ 

 

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

授業時間内に限らず、授業で得た知識を日々の生活の中で活かすことが望まれる。それらの行動から本授業内容をさらに深め

られることを期待する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

リアクションペーパー兼授業態度(60%)/最終テスト(40%) 

【変更前】筆記試験(Written Exam)50%, 平常点(In-class Points)50% (リアクションペーパー兼出席態度 50%) 

 

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)） 

ジェンダーは「性」に深くかかわる概念である。従って、授業内で視聴する視聴覚資料の中には、性的な描写が含まれることもあ

る。そのような資料を目にしたくない場合には、ガイダンス後に相談のこと。 

 

注意事項（Notice） 
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■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(Niiza) 

(Learning from Contemporary Psychology) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
基礎・実験心理学からの学び 

担当者名 

（Instructor） 
日高 聡太(HIDAKA SOUTA) 

学期 

（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） 

この授業では，心理学の基礎領域である実験心理学に関する様々なトピックを取り上げ，心理学の基本的な考え方・方法論・歴

史，さらにヒトがもつ情報処理システムについての理解を深める。 

 

This course will deepen the understandings of basic aspects of psychology including methodology and history and the manner of 

human information processing through a variety of academic topics related to fundamental psychology and experimental 

psychology. 

 

授業の内容（Course Contents） 

知覚心理学や認知心理学，脳機能計測に至る新旧のトピックを幅広く網羅し，心理学の基礎領域である実験心理学における基

本的な考え方や方法論および歴史に関する知識を深める。授業では，錯視等のデモンストレーションを提示し，実際に心理現象

を体験してもらう。これらを通じて，ヒトの情報処理システムがもつ柔軟性と生態学的妥当性について解説を行う。 

 

This course will cover a variety of topics regarding perceptual psychology, cognitive psychology, and brain imaging techniques 

and deepen the understandings of basic aspects of psychology including methodology and history. The course will provide 

demonstrations such as perceptual illusions and give a direct experience of psychological phenomena. The flexibility and 

ecological validity of human information processing will be understood through these activities.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション：実験心理学とは 

2. 脳内神経機構 

3. 脳機能計測法 

4. 知覚現象とメカニズム 

5. 実験心理学手法 

6. 多感覚情報処理 

7. 物体認知・顔認知 

8. 注意 

9. 記憶 

10. 感情・情動 

11. 感性 

12. 言語 

13. 意識 

14. 総括 

 

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

毎回の授業内容をよく復習するとともに，是非リアクションペーパーで授業の内容について分からない点や疑問に思った点を質

問し，また自身でも調べていただきたい（授業時にいただいた質問は，時間が許す限り次の授業回で答える）。この作業を通じ

て，復習あるいは予習を行うことができる。  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(64%)/リアクションペーパー(36%) 

【変更前】筆記試験(Written Exam)85%, 平常点(In-class Points)15% (リアクションペーパー（質問ペーパー）11%,授業内課題 4%) 

 

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)） 

授業内容は現代心理学部心理学科で開講される授業内容（特に心理学概論１や知覚心理学（知覚・認知心理学））と重複するた

め，現代心理学部心理学科の学生の履修は勧めない。 

 

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(Niiza) 

(Peace Building in Asia) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
ユン・ドンジュとその時代 

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） 
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） 

ユン・ドンジュ（1917～1945）は、日本の植民地時代の朝鮮を代表する詩人の一人で、『序詩』をはじめとする数々の作品は日本

でもよく知られている。彼は戦時中に日本へ留学し、立教大学にも在籍していたことがあって立教とも縁がある。講義では、詩人

ユン・ドンジュと彼が生きていた植民地時代を含む朝鮮半島の近現代史について、基礎的な知識を習得しながらその理解を深

め、朝鮮半島に対する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。 

 

Yoon Dong-ju (1917-1945) was one of the leading Korean poets during the Japanese colonial era. His works, such as 

"Prologue," are well known in Japan. He studied in Japan during the war and was enrolled at Rikkyo University, so he has a 

deep connection with Rikkyo. This lecture about the modern history of the Korean peninsula, including Yoon Dong-ju and the 

colonial era in which he lived, provides a foundation for deepening understanding of the Korean modern society and creates a 

concrete image while acquiring basic knowledge about Korean contemporary history studies.  

 

授業の内容（Course Contents） 

近代朝鮮の歴史は日本との関係を抜きにしては語ることができないが、それは近代日本の歴史を語る場合にも同様である。授業

では、近代朝鮮と日本との関係やユン・ドンジュに触れながら 19 世紀の開国前後から植民地時代、解放、分断、戦争、軍事政権

時代を経て民主化に至るまでの朝鮮半島の近現代史を概観していく。 

 

The history of modern Korea cannot be described without relation to Japan; similarly, modern Japan can not be explained 

without Korea. This course will explore the relationship between modern Korea and Japan and poet Yoon Dong-ju, to give an 

overview of the modern history of the Korean Peninsula, from the opening of the country in the 19th century to the colonial era, 

liberation, division, war, military administration, and democracy. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス（ユン・ドンジュについて、朝鮮近現代史の時期区分など） 

2. 十九世紀の朝鮮 

3. 朝鮮の開国 

4. 朝鮮の植民地化 

5. 日本の植民地支配下の朝鮮 

6. ユン・ドンジュとその時代 

7. 解放と南北の分断 

8. 朝鮮戦争と分断の固着化 

9. 四・一九学生革命と五・一六軍事クーデタ  

10. 軍事政権と日韓国交正常化交渉 

11. 維新体制下の韓国 

12. 一九六〇～七〇年代の韓国社会 

13. 韓国の民主化 

14. 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、朝鮮近現代史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） 

リアクションペーパー(70%)/授業内レポート(30%) 

【変更前】筆記試験(Written Exam)70%, 平常点(In-class Points)30% (リアクションペーパー30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

テキストは特に指定しない。毎回の授業時にプリントと資料を配布する。 
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参考文献（Readings） 

1. 伊吹郷、1984、『空と風と星と詩』、影書房 (ISBN:4-87714-064-6) 

2. 宋友恵、2009、『尹東柱評伝』、藤原書店 (ISBN:978-4-89434-671-0) 

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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■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(Niiza) 

(Peace Building in a Global Society) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
アフリカの国際関係と平和構築 

担当者名 

（Instructor） 
高林 敏之（TAKABAYASHI T.） 

学期 

（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） 

アフリカにおける平和構築を、日本と直接的な関わりのある国際的な課題として考察していく視座を身につけることをめざします。 

 

In this course, we aim to cultivate an outlook within students that enables them to examine the peace-building in Africa as an 

international issue that is directly related to Japan. 

 

授業の内容（Course Contents） 

アフリカにおける平和構築の問題は単なる内在的要因に由来するものではなく、植民地支配・分割という歴史的背景、旧宗主国

をはじめとする外部諸国との関係、独立後の国づくりのあり方と大いに関係するものです。また、そうした課題を乗り越えることを

めざした地域協力や旧植民地諸国同士の連帯の試みも重ねられてきました。本講義では日本とアフリカとの関係にも注目しなが

ら、アフリカにおける平和構築をめぐる課題を様々な角度から考えていきます。 

 

The peace-building in Africa is not an issue that originates from a simple intrinsic cause, but rather it is rooted in the historical 

background of colonial rule and colonial division. Additionally, the issue is deeply connected to the relationships the region has 

with its various former suzerain nations, as well as the state of nation building following its independence from their rule. 

Furthermore, there have been many joint endeavors on the regional level, as well as by former colonial nations attempting to 

overcome these issues. In this course, we will ponder issues related to the peace-building in Africa from various angles while 

placing focus on the relationship between Africa and Japan. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. アフリカにおける「地域」と「国家」 

3. 西サハラ問題①―「未承認国家」をめぐる国際関係と国際法 

4. 西サハラ問題②―紛争と日本の関わり 

5. アフリカの角①―紛争の歴史的背景とイスラーム聖戦主義の淵源 

6. アフリカの角②―ジブチ自衛隊基地とソマリア紛争 

7. アフリカのウランと日本①―ニジェールの抑圧体制と原発開発 

8. アフリカのウランと日本②―ナミビア違法占領と原発開発 

9. 南アフリカのアパルトヘイト①―概要と歴史的背景 

10. 南アフリカのアパルトヘイト②―日本との関係および朝鮮戦争 

11. アフリカの国際関係①―なぜアフリカは朝鮮民主主義人民共和国と親しいのか 

12. アフリカの国際関係②―植民地主義の現在形としてのフランス語圏 

13. アフリカの国際関係③―非同盟運動 

14. アフリカにおける「民主化」の課題 

 

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します。 

日常的にアフリカの情勢に関する情報に注意を払うように努めてください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(70%)/コメントペーパー（ワークシート）(30%) 

記述式試験、および学期中 5 回程度のコメントペーパー（30％）により評価します。コメントペーパーの提出が皆無の場合、また試

験未受験の場合は成績評価の対象となりません。 

【変更前】筆記試験(Written Exam)70%, 平常点(In-class Points)30% (コメントペーパー30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

テキストは指定せず、授業中にプリントを配布します。 
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参考文献（Readings） 

1. 岡倉登志、2002、『ハンドブック現代アフリカ』、明石書店 (ISBN:ISBN4-7503-1654-7) 

2. 舩田クラーセンさやか、2010、『アフリカ学入門』、明石書店 (ISBN:ISBN978-4-7503-3231-4) 

上記は基礎的入門書として。そのほか必要に応じて適宜紹介します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

・授業計画は状況に応じて変更する場合があります。 

・基本的に講義形式ですので（適宜、質問も投げかけます）、100 分の授業時間を忍耐できる充分な心構えと睡眠時間をもとに臨

んでください。 

・コメントペーパーは担当者のコメントを付してフィードバックします。コメントペーパーは単なる授業のまとめや感想ではなく、授業

内容をうけての自分自身の考察を示してもらうためのものと心得てください。 

 

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(Niiza) 

(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。 

 

In this course, students will learn that collegiate studies are meant to set the basis to help them understand the reality of 

society, as well as to help them find issues within it. In order to help them solve these issues, students will immerse themselves 

in various issues related to society, acquiring new viewpoints and the proper attitude along the way. 

 

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。 

 

This subject is one of Rikkyo Service Learning (RSL) subjects. RSL aims for students to understand the community; through 

acquiring the skills to deal with the community, students come to understand what it means to be a citizen in the community. 

With that in mind, during the first half of this course, students will learn the history of Rikkyo University, the community that will 

be their home for the four years. In addition, students will learn about the university’s required curriculum as well as 

extracurriculars offered by the university. The lecture will also discuss tips regarding how to grow as a person. 

In the second half of the course, students will learn about the significance of learning while they ponder how to build their own 

theme. To that end, students will participate in discussions with their classmates and listen to talks from guest speakers that 

place particular focus on what it takes to immerse oneself in and live within society. Particular importance will be placed on 

students thinking for themselves and putting their thoughts into words, thus students are expected to actively attend the 

lectures. 

 

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  

4. 正課教育（授業）のめざすものと立教生の学び 

5. 大学時代の学びと今のわたし 

～仕事と学び、そしてわたし～ 

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？ 
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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） 

リアクションペーパー(55%)/授業内で課されたレポート課題（3 回）(30%)/授業内で課された提出物（3 回）(15%) 

【変更前】筆記試験(Written Exam)60%, 平常点(In-class Points)40% (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） 

 

 

  



 

 - 1033 - 

■FH025 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

人権とジェンダー                    新座(Niiza) 

(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。 

 

This course will deal with various basic concepts related to human rights and gender. After taking this course, students will be 

able to reflect upon various phenomena in modern society from the perspective of human rights and gender. 

 

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。 

 

Human rights are based upon the dignity that human beings fundamentally possess by birth. All people in our society enjoy the 

rights to life and liberty, which serve as a foundation enabling the pursuit of happiness. However, the concept of human rights as 

it first came to exist in modern times was said to carry a connotation that excluded the rights of women. It was this exclusion 

of women’s rights that served as one of the starting points for feminism, which strongly opposed it. Furthermore, in recent 

years, concern regarding combined discrimination against not just women, but sexual and gender minorities, different races, and 

those with disabilities has risen. In this way, the concept of human rights has evolved with the times as various restrictions 

have been lifted. One could say that there is a good possibility that it will continue to evolve. In this course, we will discuss 

various specific forms of discrimination by gender and sexuality seen in various settings throughout modern society such as 

family, education, work, and politics. Students will also deepen their understanding of the concept of human rights. 

 

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. メディアと人権・ジェンダー 

6. 労働における人権とジェンダー（１）賃金労働と性差別 

7. 労働における人権とジェンダー（２）生存権とジェンダー 

8. 身体と人権・ジェンダー（１）セクシュアリティとジェンダー 

9. 身体と人権・ジェンダー（２）性と生殖をめぐる権利とジェンダー 

10. 暴力と人権・ジェンダー（１）日常生活と性暴力 

11. 暴力と人権・ジェンダー（２）戦争と性暴力 

12. 国家と人権・ジェンダー（１）政治とジェンダー 

13. 国家と人権・ジェンダー（２）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） 

リアクションペーパー(20%)/小課題(50%)/中間レポート(30%) 
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正当な理由のない 20 分以上の遅刻は欠席とみなす。また、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｡ 

【変更前】筆記試験(Written Exam)60%, 平常点(In-class Points)40% (リアクションペーパーの内容 20%,中間レポート 20%) 

 

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)） 

 

 

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(Niiza) 

(Student Life Management) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
昨日よりさらに充実した学生生活を送るために 

担当者名 

（Instructor） 
佐野 信子（SANO NOBUKO） 

学期 

（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） 

大学生生活が始まり、順調に学生生活を送れていると感じる者がいる一方で、学生生活につまずきを感じる者もいるだろう。本授

業では、誰もが今よりも高次な学生生活を送れるように、ウエルネスの視点からライフマネジメントの基礎的な知識を習得するこ

とを目標とする。 

 

【2020 年 4 月 23 日付変更】（変更理由：誤記修正のため） 

授業の目標：（変更前）大学入学後半年が経ち、⇒（変更後）大学生生活が始まり、 

 

Having started college life, there are surely some students who feel they are adapting well, while others may be struggling to 

adjust. In this course, the goal is to teach students basic information related to life management from the standpoint of wellness 

such that every student will be able to live an ideal campus life. 

 

授業の内容（Course Contents） 

ウエルネスの視点からライフマネジメントの基礎的な知識を習得するために、様々な角度から講義を実施する。本授業では、知

識を定着させるためにも、グループディスカッションを行い発表するなどの時間も設ける。他のグループの発表も参考に、講義内

容について今一度振り返り、より深い知識の習得に努める。 

 

In order to teach students basic information related to life management from the standpoint of wellness, the lecture will 

approach from various angles. In this course, for the sake of better retaining knowledge, students will participate in group 

discussions; time has also been allotted for presentations. Using the presentations of the other groups as a reference, students 

will reflect upon the contents of the lecture, endeavoring to deepen their understanding of the material. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス：より高次な明日のために 

2. ウエルネスとジェンダー（１） 

3. ウエルネスとジェンダー（２） 

4. ウエルネスと栄養（１） 

5. ウエルネスと栄養（２） 

6. ウエルネスとアルコール（１） 

7. ウエルネスとアルコール（２） 

8. ウエルネスと運動（１） 

9. ウエルネスと運動（２） 

10. ウエルネスとマネーマネジメント（１） 

11. ウエルネスとマネーマネジメント（２） 

12. ウエルネスと人付き合い（１） 

13. ウエルネスと人付き合い（２） 

14. まとめ 

 

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

本授業で学ぶ知識は、ただ身につけるだけで終わるものではありません。本授業で習得した知識を実際の学生生活場面で活か

し、「昨日よりさらに充実した学生生活」を送る一助としてください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

リアクションペーパー兼授業態度(60%)/最終テスト(40%) 

【変更前】筆記試験(Written Exam)50%, 平常点(In-class Points)50% (出席態度兼リアクションペーパー50%) 

 

テキスト（Textbooks） 
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なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

講義内容をもとにディスカッションをすることを予定している。できるだけ欠席のないように。履修者数によっては、授業計画に変

更が生じることもある。 

 

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(Niiza) 

(History of Rikkyo University) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
立教の沿革史を学ぶ 

担当者名 

（Instructor） 
宮川 英一(MIYAGAWA HIDEKAZU) 

学期 

（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） 

2024 年に創立 150 年を迎える立教は、これまでどのような沿革を歩んできたのでしょうか。この授業では、立教の歴史を日本近

現代史のなかに位置づけ、とりわけ、立教大学の歴史とその特色をともに学んでいきたいと考えています。 

 

Just what path has Rikkyo University, which will celebrate the 150th anniversary of its establishment in 2024, walked to get 

where it is today? In this course, students will learn Rikkyo’s place in modern Japanese history. Particular focus will be placed 

upon the history of Rikkyo itself and its various aspects. 

 

授業の内容（Course Contents） 

1874 年にその前身となる学校が成立から、20 世紀後半期までの立教の歴史を扱います。本学では「自校史」研究の蓄積があり

ますが、その研究成果をもとづきながら立教の歩みを紹介していきます。加えて、本講義にとって重要な知見を提供する、ゲスト・

スピーカーを招聘した授業を展開する予定です。その際には一部、授業計画を変更することがあります。 

 

The course will cover from 1874, when the school preceding Rikkyo was established, to the latter half of the 20th century. The 

university has accumulated research regarding its history, and this course will detail Rikkyo’s path through history as it was 

found by this research. In addition, we plan to invite a guest speaker who will present information essential to the course. 

Depending on this, some aspects of the syllabus are subject to change.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. アメリカ聖公会の日本伝道と創立者 C.W.ウィリアムズ 

3. 立教学校の誕生 

4. 文部省の訓令第十二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成立 

6. 関東大震災の影響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. 戦局の悪化と立教大学 

10. 敗戦から学園の再建へ 

11. 新制立教大学への移行 

12. 高度経済成長期における立教大学 

13. 「立大紛争」とその後の諸改革 

14. まとめ 

 

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

復習にあっては、授業内で配布した資料を確認ください。また、下記のテキストの「その他」欄で紹介した、『立教大学の歴史』

（PDF）を確認ください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(70%)/講義の要約に関する小レポート(30%) 

平常点に関して、講義の要約やコメントペーパーの内容については講義時に説明いたします。 

【変更前】筆記試験(Written Exam)70%, 平常点(In-class Points)30% (コメントペーパーの内容 10%,講義の要約 20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特に指定はありません。授業内で資料を配付しますが、下記「参考文献」内の『立教大学の歴史』をもとに授業をすすめます。な

お、『立教大学の歴史』は図書館リポジトリより PDFを閲覧することが可能です。 

 http://doi.org/10.14992/00009026 
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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. 日中韓３国共同歴史編纂委員会（編）、2012 年、『新しい東アジアの近現代史』上巻、日本経済評論社 (ISBN:978-4-535-

58630-7) 

3. 日中韓３国共同歴史編纂委員会（編）、2012 年、『新しい東アジアの近現代史』下巻、日中韓３国共同歴史編纂委員会（編） 

(ISBN:978-4-535-58631-4) 

立教史関連の諸研究については、下記のサイトを参照されたい。 

 立教学院史資料センターのサイト内の「研究」欄 

 http://www.rikkyo.ac.jp/research/institute/rikkyo_archives/research_results.html 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

立教学院の歴史に関しては、立教学院史資料センターのサイトにある「立教学院の歴史」欄を参照されたい。 

 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(Niiza) 

(Genealogy of Universities and Colleges in Occidental Christianity) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
大学で学ぶとはいかなることか：マックス・ウェーバー『職業としての学問』を読む 

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） 
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） 

大学で学ぶとはいかなることかを知り、その心構えを身につける。具体的には、「本の読み方を知ること」である。『職業としての学

問』は、邦訳でわずか 65 頁にすぎないが、ひとつひとつのトピックを丁寧に拾っていく。 

 

By studying at the university level, one can acquire all sorts of knowledge whilst learning various new mindsets. To be specific, 

one could learn how to read books. The Japanese version of “Science as a Vocation” is only a mere 65 pages. Despite that, this 

course will thoroughly pick up topics from it one by one. 

 

授業の内容（Course Contents） 

本講義は、大学の歴史そのものではなく、大学という場で営まれる学問とはいかなるものかを、いまからちょうど１世紀前の 1919

年におこなわれたマックス・ウェーバーの講演、『職業としての学問』を講読することによって、考えていく。それと同時に、この講

演で陰に陽に言及されている、古代から現代にいたる様々な人物たちや考えかたを取り上げることによって、西洋文化の全体を

俯瞰する。 

 

In this course, we will not deal with the history of universities themselves, but rather we will examine just what the studies 

conducted at universities are. Based upon a lecture given by Max Weber exactly one century ago in the year 1919, we will 

ponder this topic as we read “Science as a Vocation.” At the same time, through discussing the various people and ways of 

thinking from ancient to modern times explicitly and implicitly alluded to within the lecture, the course will provide a bird’s-eye 

view of western culture. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 「職業」としての学問 

2. 09‐15 頁：「労働者の生産手段からの分離」 

3. 15‐21 頁：「善意志」 

4. 21‐26 頁：「プラトンのいう『マニア』」 

5. 26‐33 頁:：「魔術からの世界解放」 

6. 33‐35 頁：「プラトンの『ポリテイア』」 

7. 35‐38 頁：「トルストイ」 

8. 38‐40 頁：「ルネサンスの産物としての実験」 

9. 40‐42 頁：「世界の意味」 

10. 42 頁：「ニーチェの否定的批判」 

11. 「存在」と「当為」 

12. 42‐60 頁：学問の職分（１） 

13. 61‐67 頁：学問の職分（２） 

14. 67‐74 頁：学問の職分（３） 

 

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

講読箇所の精読をおこなうこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(90%)/質問、意見、感想など(10%) 

受講者数によって変更の可能性がある。 

【変更前】筆記試験(Written Exam)50%, 平常点(In-class Points)50% (講義への参加度 50%) 
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テキスト（Textbooks） 

1. マックス・ウェーバー、1980、『職業としての学問』、岩波書店 (ISBN:4003420950) 

その他、必要な文献はコピーを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

初回の講義で「文献案内」を配布する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

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、役割の違いだけです。講義といえど、「教

員と学生の相互研鑽」の場としたいと思います。それを求める学生の受講を期待しています。 

 

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(Niiza) 

(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。 

 

In this course, students will study the Individual Labor Relations Act, which regulates the relationship between individual 

employees and their employers. In doing so, they will deepen their understanding of various labor problems, while strengthening 

their ability to independently read and understand literature and data to conduct their own analysis. 

 

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。 

 

In this course, students will deeply ponder what way of life seems most characteristic of themselves. In order to wed this ideal 

to the course they hope to take in life, they will learn about labor laws, which are the rules relating to the act of working. 

More specifically, we will discuss various labor law issues relating to each stage of the working relationship: it’s establishment, 

it’s progression, and its termination (for example, the withdrawal of tentative recruitment offers, how to formally determine that 

a company is exploiting its employees, downsizing, etc.). Using information from the text, students will learn the fundamentals of 

general labor laws. 

 

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？そもそも労働者とは誰か？また使用者と誰か？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（使用者）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. 「懲戒」：多くの職場には、労働者が労務を提供するにあたり遵守しなければならないさまざまなルールが定められており、

これに違反した労働者については、使用者による不利益処分（懲戒、懲戒処分）が行われることがある。授業では、そもそ

も、労働者が職場で遵守すべきルールとはどのようなものなのか、そして、使用者による労働者の懲戒が、何を根拠とし

て、どのような範囲で可能かという問題について学ぶ。 

7. 「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。「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。 

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
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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。「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. 「労働条件の変更（労働条件の不利益変更）」：現行法上、労働契約締結時に存在する就業規則は、締結される契約の内

容を規律し、当事者を拘束する。他方で、すでに存在し、労働契約の内容を規律していた就業規則が変更された場合にも、

変更された就業規則が労働契約の内容を規律するのかが問題となり得る。授業では、就業規則による労働条件の不利益

変更問題について学ぶ。 

11. 「労働安全衛生・労災補償」：会社は，なぜ社員のメンタルヘルスに配慮しなければならないのか。職場環境は労働者の生

命や健康を脅かすことは少なくない。法は，労働者が健康で安全に働いていくためにどのような制度を設けているのだろう

か。また，実際に労働者が仕事が原因でケガや病気になった場合，どのような法的救済を求めることができるのだろうか。

授業では，過労死等の労災補償状況について学ぶ。 

12. 「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。 

13. 「年少者・女性の保護・育児介護休業法」：年少者・女性の保護規定は，未成熟な年少者と母性たる女性の保護を目的とし

て，定められている。授業では，年少者と女性を特別に保護する諸規定を確認する。 

一方，近年，労働と私生活の調和を図ることの重要性が認識・指摘されるようになり，人事管理や労働政策上「ワーク・ライ

フ・バランス」を推進する議論が活性化している。ワーク・ライフ・バランスの実現を推進する具体的な政策手法としては，法

律で具体的な基準を定めて権利を保障するという方法（例えば，育児介護休業法による育児休業・介護休業の保障）を挙

げられる。授業では，育児介護休業法の主な内容について学ぶ。 

14. 「労働紛争解決システム」：雇用関係法の下で，労働者の権利はどのようにして実現されるのであろうか。また，使用者の不

当労働行為があったと思われる場合に，労働者あるいは労働組合は，どのような救済を受けられるのであろうか。労働紛

争をめぐっては，（1）行政による紛争解決手続と（2）裁判所による紛争解決手続があり，（1）については個別的労働関係紛

争と集団的労使関係紛争という区分けができ，それぞれに紛争解決制度が整えられている。（2）については，民事通常訴

訟等のほか，近年設けられた労働審判制度がある。授業では，これらの労働紛争解決システムについて学ぶ。 

 

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

・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 3 日前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） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/リアクションペーパー(20%)/授業内課題(20%) 

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 7 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。） 

【変更前】筆記試験(Written Exam)70%, 平常点(In-class Points)30% (コメントカード兼出席票 30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 小畑史子＝緒方桂子＝竹内（奥野）寿、2019、『労働法〔第 3版〕』、有斐閣ストゥディア (ISBN:4641150648) 

・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） 

※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/ 

労働政策研究・研修機構：https://www.jil.go.jp/index.html 

 

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(Niiza) 

(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。 

 

Students will learn fundamental knowledge about Christianity. 

They will understand its ubiquity as well as its defining features. 

 

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。 

 

In this course, we will study from the prehistory to the early stage of Christianity, which is one of the main sources of Western 

culture. In doing this, students will come to notice the Christian themes hidden throughout Western culture, as well as their 

ubiquity and defining features. As a result, Eastern points of view and ways of thinking that one is not normally conscious of 

begin to stand out. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ヘブライ人の歴史（１）：族長の時代 

2. ヘブライ人の歴史（２）：出エジプト 

3. 神の名は。 

4. ヘブライ人の歴史（３）：南北王朝時代 

5. ヘブライ人の歴史（４）：バビロン捕囚 

6. パレスチナ・イエス運動（１）：ユダヤ教の律法主義 

7. パレスチナ・イエス運動（２）：イエスによる律法主義批判 

8. イエスとキリスト（１）：ユダヤ教における、キリスト教成立の萌芽 

9. イエスとキリスト（２）：民族宗教から世界宗教へ 

10. 映画で知るキリスト教 

11. 霊魂の不滅か死者の復活か（１）：ソクラテス 

12. 霊魂の不滅か死者の復活か（２）：プラトン 

13. 教会の成立 

14. ヘレニズムとヘブライズムの出会い 

 

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。 

・それとともに、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） 

レポート試験(Report Exam)(90%)/質問、意見、感想など(10%) 

【変更前】筆記試験 90％、平常点（受講態度）10％ <BR>6 月 10 日付備考削除 【変更前】論述形式。「～について説明せよ」。４

問から２問選択。問題は事前に発表 

 

テキスト（Textbooks） 

使用しない。 

 

参考文献（Readings） 

1. 小川英雄、2011 年、『古代オリエントの歴史』、慶應義塾大学出版会 (ISBN:476641831X) 
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2. 石田友雄、2013 年、『ユダヤ教史――聖書の民の歴史』、山川出版社 (ISBN:463443301X) 

3. 市川裕、2009 年、『ユダヤ教の歴史』、山川出版社 (ISBN:4634431378) 

4. Ｊ・Ｍ・チャールズワース（中野実訳）、2012 年、『これだけは知っておきたい史的イエス』、教文館 (ISBN:4764266989) 

5. Ｊ・Ｄ・クロッサン（太田修司）、1998 年、『イエス――あるユダヤ人貧農の革命的生涯』、新教出版社 (ISBN:4400120333) 

6. 田川建三、2004 年、『イエスという男』第二版［増補改訂版］、作品社 (ISBN:4878936819) 

7. トーレイフ・ボーマン、1957 年、『ヘブライ人とギリシャ人の思惟 』、新教出版社 

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。 

 

・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(Niiza) 

(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おける芸術・文化交流 

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） 

初期ネーデルラント美術における、特に宗教画に対する基礎知識を習得すると同時に、中世末期・近世初期西欧における、国際

色豊かな芸術的・文化的交流に理解を深めることを目的とする。 

 

The aim is to obtain basic knowledge of early Netherlandish art, especially religious art, and to have deep understanding about 

international transaction in art and culture in late medieval and early modern Europe.     

 

授業の内容（Course Contents） 

15・16 世紀前半の西欧では、イタリア・フィレンツェでルネサンス美術が開花した一方で、精緻な自然主義と洗練された仕上げを

特徴とする美術が、アルプス以北のネーデルラント（現在のベルギー・オランダ）を中心に開花した。北方ルネサンスを代表するこ

の初期ネーデルラント美術は、宮廷や都市に雇用された画家達によって開拓された。一方で彼らは、国際商業取引のために同地

を訪れた外国人富裕層の注文も受け、多数の宗教画・世俗画を制作し、また一部の者は国外へと赴き制作活動にあたった。本

講義では、初期ネーデルラント美術を代表する芸術家を取り上げ、彼らの作品を取り巻く「モノ」と「ヒト」のネットワークを繙いてい

く。 

 

While Italian Renaissance was flourished in 15th-and 16th-century Florence, another Renaissance emerged in northern Alps, 

especially in the Low Countries. This art, which is called early Netherlandish art, is characterized in detailed naturalism and 

sophisticated handling, and it was developed by artists who were commissioned by dynastic courts and city councils. They also 

received commissions from foreign merchants and bourgeoisie who visited the region for their business, and some artists even 

travelled abroad to produce art works. This course introduces several early Netherlandish artists to consider networks between 

artists, works, and patrons.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 初期ネーデルラント美術概説 

2. ヤン・ファン・エイク 

3. ロベルト・カンピン 

4. ロヒール・ファン・デル・ウェイデン 

5. ペトルス・クリストゥス 

6. ハンス・メムリンク 

7. ディルク・バウツ 

8. ヒューホー・ファン・デル・フース 

9. ヘラルト・ダフィット 

10. ヒエロニムス・ボス 

11. ピーテル・ブリューゲル 

12. 初期ネーデルラント美術の伝播 

13. イタリア美術との接触 

14. 聖像破壊運動 

 

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

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%)/コメントペーパー(40%) 

【変更前】筆記試験(Written Exam)60%, 平常点(In-class Points)40% (リアクションペーパー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)） 

ブラックボードを使用します。 

 

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(Niiza) 

(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。 

 

In this course, we will analyze exactly what love is to humans alongside Christian morals and philosophy. 

 

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。 

 

In this course, students will learn about love, which Christianity preaches at its essence, through discussions with their 

classmates and the instructor grounded in the Bible and their personal experiences. Through interweaving group discussions in 

the classroom during lectures with one’s experiences in the Chapel, we provide students with the possibility to learn at Rikkyo 

University. 

 

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：あなたは誰なのか？ 

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） 

リアクションペーパー(40%)/ディスカッション課題レポート(30%)/ふりかえりレポート(20%)/授業内課題への回答(10%) 

【変更前】筆記試験(Written Exam)50%, 平常点(In-class Points)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) 
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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） 

本科目は、担当教員の実務経験、または実務に従事するゲスト・スピーカーの招聘講義等を活かした授業である。 
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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） 
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（1549 年-1873 年）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。 

 

In order to illuminate the idigenization process of Christianity in Japan the class will provide a general overview of its earlier 

history (1549-1873) and explain how Japanese and foreign scholars have interpreted it. 

 

授業の内容（Course Contents） 

世界史及びアジア史との関連を意識しながら、伝来当初から明治初期までの日本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。この研究領域で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。 

 

While keeping in its connection to global and Asian history in mind, we will learn and think about the characteristics and 

significance of Christianity in Japan from the start of its transmission until the early Meiji period. In addition to lectures we will 

critically analyse related texts (English texts included). Special emphasis will be placed on the proper understanding of scientific 

term used in this field. Although the class is generally conducted in the style of lecture, special tasks such as reading, group 

work or discussion may be included as well. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入：日本キリスト教研究史の特徴と本講義のアプローチ 

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. 不干斎ハビアンの宗教観 

9. 『アジアの瞳』（映画）鑑賞 

10. キリシタン時代の神学思想 

11. 潜伏キリシタンの世界 

12. 排耶書に見られる反キリスト教言説 

13. 幕末期におけるキリシタン発見 

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） 

Blackboard で提示される資料・テキストの熟読および課題提出(50%)/宿題および小テスト(50%) 

【変更前】筆記試験(Written Exam)50%, 平常点(In-class Points)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。 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

遅刻、途中退出は認めない。単位取得には 80%以上の出席を必要とする。  

 

注意事項（Notice） 

本科目は、担当教員の実務経験、または実務に従事するゲスト・スピーカーの招聘講義等を活かした授業である。 
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■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） 

近現代日本のキリスト教史（1853 年-）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。 

 

In order to illuminate the indigenization process of Christianity in Japan the class will provide a general overview of its modern 

and contemporary history (1853-) and explain how Japanese and foreign scholars have interpreted it.  

 

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。この研究領域で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。 

 

In this course, we will consider the characteristics and significance of Christianity in Japan from the end of the Edo period to 

the present day within the context of world history as well as Asian history. Along with lectures, students will critically analyze 

various texts and literature (English works included). Particular emphasis will be placed on deepening students' understanding of 

the technical terms utilized within this research field. The historical events learned will be reinforced through movies and 

documentaries. The course will primarily be conducted in lecture format, however depending on the circumstances, literature 

readings, group work, and debates will be conducted. 

 

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） 

Blackboard で提示される資料・テキストの熟読および毎回の課題の提出(50%)/宿題(20%)/小テスト(30%) 

単位取得には 80%以上の出席を必要とする。 

【変更前】筆記試験(Written Exam)50%, 平常点(In-class Points)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） 
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必要に応じて提示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

本科目は、担当教員の実務経験、または実務に従事するゲスト・スピーカーの招聘講義等を活かした授業である。 
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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。 

 

In this course, students will learn about the significance of Christianity with regards to world history. 

 

授業の内容（Course Contents） 

 イエスという名の一人の男の活動と死から誕生したキリスト教が、今に至るまで大きな影響を与え続けてきたのはなぜか。 

 これについて、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。 

 

 Why has Christianity, which was formed due to the actions and death of a single man named Jesus, continued to have such a 

sizeable influence into the present day? 

 Regarding this, we will examine the relevant prehistory, including the history of ancient Israel, the writing of the Old and New 

Testaments, and the development of theological ideas from the perspective of world history. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入：キリスト教は知られているか―「神」、「創造」、「罪」、「キリスト」、「十字架」「終末」 

2. 旧約聖書の世界１：古代イスラエルの宗教とオリエント世界―ノア、アブラハム、モーセの物語 

3. 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：王国と預言者―サムエル、ダビデ王、預言者イザヤその文学 

4. イエスの言葉と活動、十字架上の死、復活信仰 

『マタイによる福音書』『ルカによる福音書』 

5. 「イエスがキリストである」―原始キリスト教の成立、使徒パウロの伝道の旅とヘレニズム世界 

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 

教会教父たち―オリゲネス、ニュッサのグレゴリウスー 

8. 古典古代世界の終焉とアウグスティヌスの神学―『神の国』に触れる 

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 

キリスト教の新たな可能性 

 

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） 

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

【変更前】筆記試験(Written Exam)50%, 平常点(In-class Points)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） 



 

 - 1054 - 

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 

その他の文献は適宜授業中に提示する。 

 

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。 

 

Through studying the lives, works, and thoughts of various representative theologians in ancient Christian history, students will 

come to understand what was Christianity at that time.  

 

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。 

 

In this course, we will introduce the lives, works, and thoughts of five representative theologians from the 2nd to the 5th 

century. We will also clarify each theologian’s opinions and understandings regarding important topics of the era, such as 

Christology and the Trinity doctrine, comparing and contrasting each theologian’s views.  

 

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） 

レポート試験(Report Exam)(70%)/毎回の課題(30%) 

【変更前】筆記試験(Written Exam)70%, 平常点(In-class Points)30% (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） 

1. 安井聖、2019、『アタナシオスの神論とキリスト論』、関東学院大学出版会 

授業中に適宜紹介する。 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■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） 
「山上の説教」（マタイ福音書 5-7 章）の解釈 

担当者名 

（Instructor） 
廣石 望(HIROISHI NOZOMU) 

学期 

（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） 

『マタイによる福音書』５-７章に保存された「山上の説教」を解釈することで、キリスト教思想への理解を深めるとともに、その現代

的な意味を探る。 

 

Through understanding the Sermon on the Mount, recorded in chapters 5-7 of the Gospel According to Matthew, students will 

deepen their understanding of Christian ideas while getting a feel for their significance in the present day. 

 

授業の内容（Course Contents） 

イエスの山上の説教をいくつかの単元に区切って、それぞれを伝承史的に分析し、宗教史的な背景を踏まえつつ釈義した上で、

その意味内容に関する解釈学的な考察を行う。 

 

Setting aside some lectures for Jesus’ Sermon on the Mount, we will analyze it from a historical perspective and thoroughly 

explain its religious context while examining its hermeneutical significance. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ０．予備考察（1） 

2. 同（2） 

3. １．導入（マタイ 5,1-16） 山上での教え（5,1-2） 

4. 「幸いなるかな」の言葉（5，3-12）（1） 

5. 同（2） 

6. 弟子たちへの言葉（5,13-16） 

7. ２．律法と偽（5,17-48） 「律法を完成するために」（5,17-20） 

8. 六つの反対命題（5,21-48）（1） 

9. 同（2） 

10. ３．神の前での義（6,1-7,24） 三つの敬虔な行為（6,2-18） 

11. 祈り（6,7-15）、日常の行為（6,19-7,24） 

12. ４．行為の射程（7,13-27）（1） 

13. 同（2） 

14. 全体考察 

 

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

・『聖書』の該当箇所を事前に読んでおく。 

・参考文献を自発的に読む。 

 

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%) 

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しない 

【変更前】筆記試験(Written Exam)60%, 平常点(In-class Points)40% (出席および討論への参加度（リアクションペーパーを含む）

40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

テキストは、毎回の講義で配布するレジュメ。 

 

参考文献（Readings） 

1. W. D. ダーヴィス、1991、『イエスの山上の説教』、教文館 (ISBN:4764280353) 

2. 井上良雄、1994、『山上の説教：終末時を生きる』、新教出版社 (ISBN:4400511472) 

3. H. ヴェーダー、2007、『山上の説教：その歴史的意味と今日的解釈』、日本キリスト教団出版局 (ISBN:9784818406513) 
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4. U. ルツ、2009、『マタイによる福音書』（EKK 新約聖書註解 I/4）、教文館 (ISBN:9784764214132) 

5. H.D. Betz. 1995. The Sermon on the Mount : a commentary on the Sermon on the Mount, including the Sermon on the Plain 

(Matthew 5:3-7:27 and Luke 6:20-49). Fortress Press (ISBN:0800660315) 

6. E. Baasland. 2015. Parables and rhetoric in the Sermon of the Mount : new approaches to a classical text. Mohr Siebeck 

(ISBN:9783161541025) 

7. M. Konradt. 2015. Das Evangelium nach Matthäus. Vandenhoeck & Ruprecht (ISBN:9783525513415) 

 

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） 
この世界において他者とともに生きる 

担当者名 

（Instructor） 
阿部 善彦(ABE YOSHIHIKO) 

学期 

（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 

2020 年 3 月 26 日訂正：時間割変更のため 

【変更前】春学期 (Spring Semester) 木曜日(Thu) ５時限(Period 5) M301(Room) 

 

授業の目標（Course Objectives） 

キリスト教が生み出す思想とは何か。それを具体的なテキストを通じて、その語りかけるものを聞き、徹底的に思考停止せずに考

え抜くことがこの科目の主眼目である。 

われわれは歴史的存在であり、今この身において生きている現実と切り離して問うても空虚である。われわれの存在への問い、

人間本性への問い、人間の宗教性への問い、そうしたわれわれ自身への問いと密着しながら、探求を進めてゆくことが求められ

る。したがって借り物の知識ではなく自分でどこまで徹底的に学び考えたかが重要になる。そのために、自らの考えを言葉によっ

て示し、発表、対話、討議をつうじて深めることが求められる。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。  

 

What is the Pensée chrétienne? To address this question, students will read specific texts, internalizing their meanings while 

thinking critically to answer the question. 

 

We are historical beings, so the question must seriously consider the reality in which we are living. Students will keep the 

following in mind during their investigation: questions regarding our existence, human nature, and t+L70he religiosity of humanity, 

as well as questions directed inwards at ourselves. Therefore, it is important that students cultivate their own understandings 

rather than borrowing from experts. To that end, students will be required to express their own thoughts and deepen them 

through presentations, dialogues, and discussions. Note that the contents may change according to the students' situation and 

other factors.  

 

授業の内容（Course Contents） 

キリスト教とは何かという根本問題に触れながら、サブタイトルおよび目標にあるように、テキストを通じて、人間の尊厳、人格、自

由をめぐる根本的かつ現代的問題への沈潜してゆく。 

 

While considering the fundamental definition of Christianity, we will utilize different texts to ponder various secondary goals, 

namely fundamental yet modern issues surrounding human dignity, individuality, and freedom. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. キリスト教とは何か。 

3. キリスト教によって拓かれる人間に関する問題理解の地平：問題提起 

4. 問題の検討 

5. テキストにもとづく検討１ 

6. 読解 

7. 討議 

8. テキストにもとづく検討２ 

9. 読解 

10. 討議 

11. テキストにもとづく検討３ 

12. 読解 

13. 討議 

14. まとめ 

 

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

予習復習については授業内で指示する。 

課題の提出に際しては Master of Writing を参照のこと。 

Blackboard を使用するが、使用法が分からない場合やトラブルは各自の責任でメディアセンターに確認すること。 

当然のことであるがコピペ（授業ノートを含む）や剽窃には厳しく対応する。https://www.youtube.com/watch?v=IxM1e4W1S8I 
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成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業に関する活動（予習復習そのほか課題の提出と内容の精度を含む）(100%)(100%) 

借り物の知識ではなく自分でどこまで徹底的に学び考えたかが重要であり、そのために、自らの考えを言葉によって示し、発表、

対話、討議をつうじて深めることが求められる、と目標で示していることからあきらかなように、筆記試験における論述、授業内活

動、レポート、そして授業内で指示された予習課題と復習課題の精度が重要である。いずれも授業担当者の指示をふまえて積極

的に行うことが求められるので、受講希望者は留意すること。なお授業マナーについて注意された受講者は授業に関する活動を

0 点とする。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。課題の提出に際しては Master of Writing を参照のこと。 Blackboard を使用するが、使用法が分

からない場合やトラブルは各自の責任でメディアセンターに確認すること。 当然のことであるがコピペ（授業ノートを含む）や剽窃

には厳しく対応する。 

【変更前】筆記試験(Written Exam)41%, 平常点(In-class Points)59% (授業に関する活動（予習復習そのほか課題の提出と内容の

精度を含む）59%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 田島照久・阿部善彦、2018、『テオーシス 東方・西方教会における人間神化思想の伝統』、教友社 (ISBN:9784907991401) 

2. 宮本久雄、2019、『パウロの神秘論 他者との相生の地平を拓く』、東京大学出版 (ISBN:9784130104142) 

3. 大谷崇、2019、『生まれてきたことが苦しいあなたに 最強のペシミスト・シオランの思想』、星海社 (ISBN:978-4065151624) 

4. 岡田聡、2019、『ヤスパースとキリスト教: 二〇世紀ドイツ語圏のプロテスタント思想史において』、新教出版 (ISBN:978-

4400310884) 

5. ツェンガー、2019、『復讐の詩編をどう読むか』、日本基督教団出版局 (ISBN:9784818410428) 

テキストの購入は各自の判断に任せる。使用する文献資料は授業内で指示する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 2016. Acta Cusana, Band II, Lieferung 2. Felix Meiner (ISBN:978-3-7873-2769-0) 

2. 1996. Acta Cusana, Band I, Lieferung 3. Teilband a. Felix Meiner (ISBN:978-3-7873-1242-9) 

3. 1996. Acta Cusana, Band I, Lieferung 3. Teilband b. Felix Meiner (ISBN:978-3-7873-1283-2) 

4. 2017. Acta Cusana, Band II, Lieferung 4. Felix Meiner (ISBN:978-3-7873-3344-8) 

5. 2019. Acta Cusana: Band II, Lieferung 5. Felix Meiner (ISBN:978-3-7873-3682-1) 

6. 1983. Acta Cusana, Band I, Lieferung 2. Felix Meiner (ISBN:978-3-7873-0586-5) 

7. 2000. Acta Cusana, Band I, Lieferung 4. Indices. Felix Meiner (ISBN:978-3-7873-1440-9) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業内の活動また進め方については担当者の指示に従うこと。 

授業ではディスカッションを行うことがあるので積極的に参加できることが必要。 

授業の内容は受講者の状況などによって変更される場合がある。 

課題の提出に際しては Master of Writing を参照のこと。 

Blackboard を使用するが、使用法が分からない場合やトラブルは各自の責任でメディアセンターに確認すること。 

当然のことであるがコピペ（授業ノートを含む）や剽窃には厳しく対応する。https://www.youtube.com/watch?v=IxM1e4W1S8I 

 

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） 
キリスト教図像学からみる中世・ルネサンスの聖堂装飾 

担当者名 

（Instructor） 
中西 麻澄(NAKANISHI MASUMI) 

学期 

（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） 

キリスト教図像学の基本を学び、西洋の代表的なキリスト教美術作品への理解を深める。 

 

・業者による英訳希望 

 

授業の内容（Course Contents） 

聖書のテキストを美術作品にする際には、描き方の約束事（図像学）がある。この授業では、キリスト教図像学の基本を講義し、

その内容に応じた作品を取り上げ、解説する。 

主題は、「天地創造」、「マギの礼拝」、「最後の審判」などの、旧約および新約聖書から代表的なものを、作品は、ミケランジェロ

のシスティーナ礼拝堂壁画をはじめとする、中世およびルネサンス時代の聖堂装飾を取り上げる。 

 

・業者による英訳希望 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス、聖書のテキストと美術 

2. システィーナ礼拝堂天井壁画と『創世記』（天地創造、ノアの箱舟） 

3. フィレンツェ洗礼堂扉浮彫と『創世記』（アブラハム、ヨセフの物語） 

4. システィーナ礼拝堂側壁壁画と『出エジプト記』（モーセの物語） 

5. 『新約聖書』の図像学 

6. 映画『サン・オブ・ゴッド』 

7. システィーナ礼拝堂側壁壁画と『新約聖書』（キリスト伝）  

8. レオナルド・ダ・ヴィンチ《聖アンナと聖母子》とキリスト幼児伝 

9. ジョットのスクロヴェーニ礼拝堂壁画とキリスト公生涯 

10. サント・シャペルのステンドグラスとキリスト受難伝  

11. レオナルド・ダ・ヴィンチ《最後の晩餐》 

12. 中世教会堂彫刻、壁画と『ヨハネ黙示録』 

13. システィーナ礼拝堂壁画《最後の審判》 

14. 期末テスト 

 

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

展覧会見学や、図書館等で美術全集などを手に取り、たくさんの作品を見てください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(100%) 

【変更前】筆記試験(Written Exam)85%, 平常点(In-class Points)15% (コメントペーパー15%) 

 

テキスト（Textbooks） 

＊各授業毎に配布する。 

 

参考文献（Readings） 

＊授業内配布資料で紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

本科目は、担当教員の実務経験、または実務に従事するゲスト・スピーカーの招聘講義等を活かした授業である。 
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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） 
ヨーロッパ中世のキリスト教美術――ロマネスクからゴシックへ 

担当者名 

（Instructor） 

髙木 麻紀子（TAKAGI MAKIKO） 

【2020 年 9 月 10 日付変更】 変更理由：担当者変更のため） 

(変更前）宮内 ふじ乃(MIYAUCHI FUJINO) 

学期 

（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） 

 西洋中世の美術、特にキリスト教美術を、その背後に横たわる宗教・文化・社会状況を踏まえながら考察し、理解することを目

標とします。また、美術作品をつぶさに観察し、その造形的特質について自らの言葉で記述することができるようになることを目指

します。 

 

The goal of this course is to examine and understand the medieval art of the western world, especially Christian art, through 

learning its religious, cultural, and social backgrounds. We also aim to observe artworks in detail and describe its forming 

characteristics in our own words. 

 

授業の内容（Course Contents） 

 この講義で取り上げるのは、ヨーロッパ中世、特に「ロマネスク」と「ゴシック」の美術作品です。キリスト教会が絶対的な影響力

を有した中世の時代、芸術家たちは、神とその教義を表現する方法として、古典古代（古代ギリシア・ローマの美術）とは異なる超

自然的な芸術様式を発達させていきました。一方で、中世の最後をかざる「国際ゴシック」の時代は、ヨーロッパ全土がペストの猛

威に襲われた時代であり、今日の私たちが直面している状況とも重なる部分があるでしょう。 

 講義では、その背後に横たわる宗教・文化・社会状況を踏まえながら、ヨーロッパ中世の美術、特にキリスト教美術を考察し、理

解を深めることを目指します。 

 

 

In this course, we will take up various representative works of Christian Art in the European Middle Ages, particularly in the 

Romanesque and Gothic periods. The Roman Catholic Church had great influence during the Middle Ages and the artists 

developed a supernatural art style to express the doctrine of God, which was quite different from that of Classical Antiquity. 

Also, the period of "International Gothic" was a time when all of Europe was ravaged by the plague, and we could see the 

parallels with our current situation.  

 We will try to examine and understand the medieval art of the western world, especially Christian art, through learning its 

religious, cultural, and social backgrounds. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 本講義のガイダンス／イントロダクション――中世と芸術 

2. 中世美術へのプレリュード①古典古代の芸術 

3. 中世美術へのプレリュード②キリスト教と誕生期のキリスト教美術 

4. ロマネスク①聖地巡礼と教会 

5. ロマネスク②絵画 

6. ゴシック①建築と彫刻 

7. ゴシック②イタリアのトレチェント絵画 

8. ゴシック③パリの写本画 

9. 国際ゴシック①アヴィニョン教皇庁とその芸術 

10. 国際ゴシック②《アンジェの黙示録》 

11. 国際ゴシック③ロンバルディアの芸術 

12. 国際ゴシック④パリの写本画 

13. ゴシックの終焉――死をおもう絵画 

14. まとめ 

 

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

事前には、シラバスで授業内容を確認し、興味や疑問点について各自調べてみること。 

事後には、講義コンテンツを改めて見直し、興味が沸いた作品に関しては積極的に調べてみてください。 

その他、授業中に、お勧めの都内近郊で開催中の展覧会情報や美術館情報をお伝えするので、感染状況を踏まえつつ、可能な

らば足を運び、自分自身の目で本物の芸術を味わうきっかけとしてください（立教大学の学生は、学生証の提示で、東京国立近
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代美術館、京都国立近美術館、国立西洋美術館、国立新美術館、国立国際美術館の常設展示を無料で、特別展を割引価格で

鑑賞することができます）。 

 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

各回の小テスト(70%)/レポート(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

Blackboard を利用し、授業で用いる資料・テキストをＰＤＦでアップします。印刷（白黒で OK）し、予習復習に役立てて下さい。 

 

参考文献（Readings） 

1. 長塚安司編、1996 年、『ロマネスク』（世界美術大全集 西洋編８）、小学館 

2. 飯田喜四郎・黒江光彦編、1995 年、『ゴシック１』（世界美術大全集 西洋編９）、小学館 

3. 佐々木英也・冨永良子編、1994 年、『ゴシック２』（世界美術大全集 西洋編１０）、小学館 

4. 加藤磨珠枝/益田朋幸著、2016 年、『中世Ⅰ―キリスト教美術の誕生とビザンティン世界―』（西洋美術の歴史２）、中央公論

新社 

5. 木俣元一/小池寿子著、2017年、『中世Ⅱ―ロマネスクとゴシックの宇宙―』（西洋美術の歴史３）、中央公論新社 

6. 小佐野重利他著、2016 年、『ルネサンス I―百花繚乱のイタリア、新たな精神と新たな表現』（西洋美術の歴史 4）、中央公論

新社 

7. 秋山聰他著、2017 年、『ルネサンス II―北方の覚醒、自意識と自然表現』（西洋美術の歴史 5）、中央公論新社 

その他の専門的文献については授業中に適宜指示します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

講義コンテンツは講義日の前日までに Blackboard 上にアップロードします。 

 

【注意事項(Notice)】 

講義コンテンツには、音声解説付き PowerPointスライドショー、配布資料（PDF）を用いる予定です。たくさんの美術作品をみるこ

とになるので、画面が大きめのタブレット、スマートフォン、PC 等（いずれも音声の聞き取りが可能なもの）の利用を推奨します。 

毎回の講義では小テストまたは小課題（blackboard 上）が課されます。また、第 14 回講義内には最終テストとレポート提出（いず

れも blackboard 上）が課されます。 

講義コンテンツの無断転載・無断使用を固く禁じます。 

 

 

注意事項（Notice） 

  【2020 年 9 月 10 日付 担当者変更のため、時間割およびシラバス内容変更)  
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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） 
古代末期の教会と芸術 

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） 

３～６世紀のローマを中心としたキリスト教会の歴史・思想と芸術の関係を学び、誕生期のキリスト教芸術への理解を深める 

 

The course aims to learn the relationship between art and the history/philosophy of Christian church centering on 3rd to 6th 

century Rome, to gain deeper understanding of Christian art in its infancy. 

 

授業の内容（Course Contents） 

キリスト教美術は、キリスト教それ自体から遅れて２世紀末から３世紀初頭にローマ美術の範疇の中で誕生する。本講義では、

キリスト教の誕生と発展の経緯をたどりながら、キリスト教美術が誕生期にどのように変化して行ったのか考察する。具体的には

カタコンベや石棺浮彫、初期の教会堂建築とその装飾を扱うが、その背景にあるローマ社会の状況、キリスト教思想の変化にも

重点を置く。 

 

Christian art was born within the scope of Roman art between late 2nd century and early 3rd century following the 

establishment of the religion itself. The course will review the history of the creation and development of Christian religion, and 

consider how the Christian art changed during its infancy. In particular, the class will cover catacomb, sarcophagus relief, early 

church buildings and decorations, also focusing on the Roman society and changes in Christian philosophy underlying the art. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーションとイントロダクション（キリスト教の成立） 

2. キリスト教の伝播と教会の発展 

3. ローマの古代末期美術とキリスト教美術の誕生（葬礼美術１） 

4. キリスト教葬礼美術２（カタコンベの壁画と主題の特徴） 

5. キリスト教葬礼美術３（カタコンベの壁画と石棺浮彫） 

6. キリスト教葬礼美術４（石棺浮彫、小作例） 

7. キリスト教公認（３１３年）以降のキリスト教美術（教会堂建築とその装飾） 

8. 教会堂建築とその装飾２ 

9. 殉教者崇敬について 

10. ニカイア公会議（３２５年）と芸術 

11. 殉教者崇敬とカタコンベ 

12. 聖母マリア崇敬とエフェソス公会議１ 

13. 聖母マリア崇敬とエフェソス公会議２ 

14. 殉教者崇敬とローマの地誌 

 

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

世界史の基本的な知識を必要とする。また、新約聖書の福音書の内容は最低限押さえておいてほしい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(41%)/授業内に課すコメントカード(59%) 

【変更前】筆記試験 70％、平常点 30％（授業内に課すコメントカード 30％） 

 

テキスト（Textbooks） 

特になし 

 

参考文献（Readings） 

1. 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) 

2. ベルトラン・ランソン、2013、『古代末期ーローマ世界の変容』、白水社 (ISBN:4560509816) 

3. ペリカン、2006、『キリスト教の伝統、教理発展の歴史 第１巻』、教文館 (ISBN:4764272563) 

このほか、授業中に適宜紹介する 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/wilpert1929a 

https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/wilpert1903 

 

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） 
キリスト教社会における音楽の展開 

担当者名 

（Instructor） 
佐野 隆(SANO 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） 

西洋社会におけるキリスト教と音楽の関わりを考察し、西洋音楽への理解を深める。 

 

In this course, we will examine the relationship between Christianity and music within Western society, as students deepen their 

understanding of Western music. 

 

授業の内容（Course Contents） 

中世から現代に至るまで、教会を含む西洋キリスト教社会では、何らかの音楽が鳴り響いていた。また、音楽家にとってもキリス

ト教はその創作の源ともなり、多くの作品が生み出されてきた。本講義では、キリスト教と音楽の展開を歴史的にたどり、それらの

関わりを考察する。音楽作品の成立背景、礼拝や神学的内容と音楽表現や楽曲構造との関連など、具体的な楽曲分析なども行

い各時代の音楽の特徴を紹介する。いわゆる宗教音楽のみにとどまらず、キリスト教と係わりのある楽曲、器楽曲やオペラなども

取り上げ、西洋音楽全般への理解を深める一助としたい。 

 

From the Middle Ages to the present, some form of music could commonly be required in the Western Christian world including 

churches. To many musicians, Christianity was the source of their creativity, giving rise to a large variety of musical works. In 

this course, we will follow the history of the development of Christianity and music while examining their relationship with each 

other. Analyzing musical works, we will discuss the context behind the creation of each piece of music and the relationship 

between ritual/theological contents and musical expression/structure. Not only religious music this course will deal with various 

compositions related to Christianity, serving as a means for students to deepen their understandings of Western music in 

general. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入：音楽とキリスト教 

2. 初期キリスト教時代、中世① （単旋律聖歌など） 

3. 中世② （グレゴリオ聖歌、初期ポリフォニー） 

4. ルネサンス時代 

5. 宗教改革、後期ルネサンス時代 

6. バロック時代 

7. J. S. バッハの音楽①：カンタータなど 

8. J. S. バッハの音楽②：ミサ曲、受難曲、その他 

9. 古典派時代① 

10. 古典派時代②：モーツァルト、ベートーヴェン 

11. ロマン派時代① 

12. ロマン派時代② 

13. 後期ロマン派・近代 

14. 20 世紀以降、まとめ、質疑応答 

 

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

授業中に一部しか聴けなかった曲の全体や、紹介できなかった音楽家の作品なども積極的に聴くこと。世界史の概説的な知識

は持っていてほしい。また、楽譜を読む力があると音楽に対する理解がより深まるであろう。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(100%) 

【変更前】筆記試験(Written Exam)70%, 平常点(In-class Points)30% (リアクション・ペーパー、小レポート 30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

資料を配布する。 
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参考文献（Readings） 

1. 金澤正剛、2007、『キリスト教と音楽 : ヨーロッパ音楽の源流をたずねて』、音楽之友社 

2. D. J. グラウト/ C. V. パリスカ著，戸口幸策/津上英輔/寺西基之 共訳、1998, 2001、『新西洋音楽史』上，中，下、音楽之友社 

3. 井形ちづる（訳），吉村恒（訳/編）、2007、『宗教音楽対訳集成』、国書刊行会 

その他、授業中に随時紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■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） 

映像作品・イギリス文学作品に見られるキリスト教 

Christian Literature in the films, TV, and British Literature 

担当者名 

（Instructor） 
岡田 理香(OKADA RIKA) 

学期 

（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） 

作者自身とキリスト教、または、作品そのものとキリスト教、といった観点から文学作品を紐解き、新たに見出されるものを考察

し、視野を広げることを目標とします。 

 

In this course, we will peruse various literary works from the standpoint of the author and Christianity, or the standpoint of the 

work itself and Christianity. The goal of this course is to examine our findings, broadening our perspectives.  

 

授業の内容（Course Contents） 

我が国でもよく知られた作品を取り上げます。  

１．作者がキリスト者ではないがキリスト教的モチーフが見られるもの、  

２．作者がキリスト者でありながら「キリスト教文学」とは広く認識されていないもの、  

３．作者がキリスト者であり「キリスト教文学」と呼ばれているもの。  

これらを取り上げ、作品の背景を確認するとともに、作品の名言、聖書の引用、キリスト教的モチーフを見出す試みを行います。 

 

We will deal with works that are well known in Japan.  

1. Works containing Christian motifs created by authors who are not Christians. 

2. Works that were created by Christian authors yet are not widely recognized as Christian literature. 

3. Works that were created by Christian authors and are widely considered to be Christian literature.  

This course will deal with such works, reviewing the relevant background information, while attempting to discover the wise 

sayings, biblical references, and Christian motifs contained within.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 手塚治虫『旧約聖書物語』――「キリスト教文学」とは？ 

Oamu Tezuka’s Old Testament Stories 

2. 『サン・オブ・ゴッド』――福音書のイエス・キリスト 

‘Son of God’ (2014 film) 

3. ヨハンナ・シュピーリ『アルプスの少女ハイジ』――おばあさんの「お祈りの本」 

Johanna Louise Spyri ‘Heidi’ 

4. ウィーダ『フランダースの犬』――あまり知られていない原作のエンディング 

Ouida ‘A Dog of Flanders’ 

5. ルイス・キャロル『不思議の国のアリス・鏡の国のアリス』――聖職者で数学者の著者と学寮長の娘 

Lewis Carroll ‘Alice books’ 

6. トッド・バーポ、リン・ヴィンセント『天国は、ほんとうにある』――四歳児の臨死体験 

Todd Burpo and Lynn Vincent ‘Heaven is for Real’ 

7. J. K. ローリング 『ハリー・ポッターと賢者の石』――焚書にされた原作本    

J. K. Rowling ‘Harry Potter and the Philosopher’s Stone’ 

8. J. K. ローリング 『ハリー・ポッターと死の秘宝』――愛、そして死と復活    

J. K. Rowling ‘Harry Potter and the Deathly Hallows’ 

9. C. S. ルイス 『ナルニア国物語 ライオンと魔女』――キリストの死と復活    

C. S. Lewis ‘The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe’ 

10. C. S. ルイス 『ナルニア国物語 朝びらき丸東の海へ』――ひとりの少年の回心    

C. S. Lewis ‘The Chronicles of Narnia: The Voyage of the Dawn Treader’ 

11.  J. R. R. トールキン 『ロード・オブ・ザ・リング 旅の仲間』――小さな者の大きな役割    
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J. R. R. Tolkien ‘The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring’ 

12. J. R. R. トールキン 『ロード・オブ・ザ・リング 二つの塔』――自らの内にある善と悪    

J. R. R. Tolkien ‘The Lord of the Rings: The Two Towers’ 

13. J. R. R. トールキン 『ロード・オブ・ザ・リング 王の帰還』――人生の旅路    

J. R. R. Tolkien ‘The Lord of the Rings: The Return of the King’ 

14. まとめ――文学作品を自分自身の物語に    

Outline for the lecture 

 

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

授業で扱う原作本、あるいは邦訳を読むよう指示することがあります。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

課題（リアクションペーパー）(100%) 

欠席回数が授業回数の 3 割を超えた場合は、成績評価の対象とはいたしません。 

【変更前】筆記試験(Written Exam)50%, 平常点(In-class Points)50% (コメントペーパー40%,出席および授業態度 10%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特に指定しません。適宜ハンドアウトを配布します。   

 

参考文献（Readings） 

1. 日本聖書協会、『新共同訳 『聖書』』 

『聖書』は何版でも何訳でも構いません。 

参考文献は授業ごとに提示します。 

 

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、映像資料を活用します。 

・欠席回数が授業回数の 3 割を超えた場合は、成績評価の対象とはいたしません。 

・授業中の私語、携帯電話、スマートフォン、タブレット、PC 等電子機器の使用は禁止です。 

 

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） 
ファンタジー児童文学における魔女化と、愛による死と再生のモチーフ 

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。 

 

Through examining various Christian symbols found in literature, this course aims to enable students to obtain a deeper 

comprehension of these works whilst helping them view Christianity from a different angle. 

 

授業の内容（Course Contents） 

児童文学ファンタジーは、キリスト教文化の影響を強く受けている。様々な物語の中にキリスト教的な主題を見て取ることが出来

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から魔女の誕生や死と再生のモチーフを読み解く。 

 

Children’s fantasy literature has received a strong influence from Christian culture. One can often notice Christian themes 

present within various stories in the genre. In this course, students will extensively grasp the relationship between literature and 

religion through the examination of fairy tales and children’s literature that remain familiar to many in the present day. Students 

will be able to understand the aspects of Christianity relevant to the cultural backgrounds of each work as well as the themes 

presented within. They will also be able to read and comprehend variations of these aspects that often appear as motifs, such 

as the birth of the witch, death, and rebirth. 

 

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. 愛とは何か   『眠れる森の美女』 『マレフィセント』 

4. 運命論から自助論へ      『シンデレラ』 

5. キリスト教と魔女  『白雪姫』『塔の上のラプンツェル』 

6. 死と再生のモチーフ 『マッチ売りの少女』 『アナと雪の女王』      

7. 無償の愛による献身   『人魚姫』 

8. 別世界の創造  『ピーター・パン』 

9. イエスの死と復活１『ナルニア国物語』 

10. 多元的な世界を信じる１ 『ナルニア国物語』 

11. 多元的世界を信じる２ 『トイ・ストーリー」』 

12. 世俗的物語にみるキリスト教 『ハリー・ポッターシリーズ』 

13. 日本の物語にみるキリスト教 『銀河鉄道の夜』 

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） 

議論への参加度(30%)/授業毎の課題(70%) 

【変更前】筆記試験(Written Exam)50%, 平常点(In-class Points)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） 

1. 大澤千恵子、2014、『見えない世界の物語』、講談社 

 

参考文献（Readings） 

1. 大澤千恵子、2019、『〈児童文学ファンタジー〉の星図』、学芸大学出版会 
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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） 

 

 

  



 

 - 1072 - 

■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） 

文学的な作品をとおして、知識としてだけではなく、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。生と死をめぐ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。 

 

In this course, we will utilize a number literary works, not just to acquire knowledge, but to touch upon various intuitive and 

emotional issues relating to Christianity and spirituality. Students will learn the enjoyment and charm of art and literature. They 

will widen their perspectives as human beings through learning of various ways of thinking with regards to life and death. 

 

授業の内容（Course Contents） 

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。作品と対照させて聖書の言葉を確認

する。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をとおして私たち自身の心の在り方を反省していきたい。 

 

While reading various literary works, the Christian backdrop included within will be explained. The works studied will be 

compared to the words found in the Bible. In literature, understanding the delicate psychologies expressed through the 

characters within is paramount. Particular effort will be put into understanding these psychologies. Finally, we will use the 

analysis of their psychologies as a reason to reflect upon the state of our own minds. 

 

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） 同上 

7. 遠藤周作（５） 『深い河』を読む 

8. 芥川龍之介（１） 『奉教人の死』を読む 

9. 芥川龍之介（２） その他の芥川作品を読む 

10. 太宰治（１） 『駆け込み訴え』を読む 

11. 太宰治（２） 同上 

12. 三浦綾子 『塩狩峠』を読む 

13. 柳宗悦の宗教論を読む 

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） 

講義では作品すべてを読み通すことはできないので、足りないところは各自で補うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(70%)/授業参加度（毎回のリアクションペーパー）(30%) 

宗教は人間の生死をめぐる真剣な課題なので、粗雑な思考は評価しない。 

【変更前】筆記試験(Written Exam)70%, 平常点(In-class Points)30% (出席兼リアクションペーパーの内容 30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

教場にてプリントを配布。 

 

参考文献（Readings） 

1. 佐藤初女、2010 年、『いのちの森の台所』、集英社 (ISBN:978-4-08-775394-3) 

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) 
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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） 
世界に影響を及ぼす一神教の理解のために 

担当者名 

（Instructor） 
嶋田 英晴(SHIMADA HIDEHARU) 

学期 

（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） 

世界が抱える問題（主に中東問題）について、特に一神教との関りの観点から理解を深める 

 

In this course, students will deepen their understanding of various issues faced by the world (chiefly Middle Eastern issues), 

focusing on viewing things from the standpoint of monotheism. 

 

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、これらの一神

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、特に一般の日本人が最近まで関りを持つ機

会が少なかったユダヤ教とイスラームを中心に、その思想と歴史及び現代的意義について紹介する。 

 

Over half of the world’s population today are monotheists (Judaism, Christianity, Islam). The Japanese people will continue to 

experience increasingly more opportunities to interact with people of foreign cultures who practice these monotheistic religions 

that form the foundation for much of global society. As a result, whether we like it our not, we are pressed by the need to 

cultivate an understanding of the people who believe in these religions. In this course, we will particularly focus on the 

monotheistic religions that the average Japanese person has had less of an opportunity to interact with until much recently, 

Judaism and Islam. We will introduce the ideas and histories of these religions, along with their modern significance. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 一神教における神と教祖、及びユダヤについて（古代） 

3. 一神教における罪、及びイスラームとユダヤについて（中世 1） 

4. 一神教における悪、及びイスラームとユダヤについて（中世 2） 

5. 一神教における天使と悪魔、及びイスラームとユダヤについて（近代 1） 

6. 一神教における供犠、及びイスラームとユダヤについて（近代 2） 

7. まとめ 

8. 一神教における救済、及びイスラームとユダヤについて（現代 1） 

9. 一神教における終末、及びイスラームとユダヤについて（現代 2） 

10. 一神教における他宗教との対立 

11. 一神教の広がり 

12. 世界での事業展開と宗教（1） 

13. 世界での事業展開と宗教（2） 

14. まとめ 

 

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

テキストは必ず毎回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） 

レポート試験(Report Exam)(100%) 

私語厳禁。毎回最後にリアクションペーパーを書いてもらう。 

【変更前】筆記試験(Written Exam)70%, 平常点(In-class Points)30% (リアクションペーパーの内容 30%) 

 

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) 
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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. 池内恵、2016、『サイクス＝ピコ協定 百年の呪縛』、新潮社 (ISBN:978-4106037863) 

3. 立山良治、2016、『ユダヤとアメリカ』、中央公論新社 (ISBN:978-4121023810) 

4. カレン・アームストロング、2017、『イスラームの歴史』、中央公論新社 (ISBN:978-4121024534) 

5. 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』、中央公論新社 (ISBN:978-4121019318) 

6. 市川裕、2019、『ユダヤ人とユダヤ教』、岩波書店 (ISBN:978-4-00-431755-5) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

資料の配布等に Blackboard を使用する。 

 

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。  

 

In this course, we will reconsider religions' contributions, neutrality, and altruism towards society from a glocal standpoint.   

 

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。  

 

In this course, we will learn about various matters and issues concerning religions in global society (contributions of religion to 

society, religious neutrality of societies, etc.). Students will deepen their understandings through the examination of concrete 

examples.  

 

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） 

レポート試験(Report Exam)(100%) 

【変更前】筆記試験(Written Exam)60%, 平常点(In-class Points)40% (出席および授業態度 40%) 

 

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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■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。 

 

In this course, students will learn basic knowledge and skills to analyze various historical and modern issues concerning religious 

phenomena. In doing so, we aim at a better understanding of the world which surrounds us. 

 

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。 

 

In this course, students will learn basic knowledge necessary to analyze the subject of religion in this continually globalizing 

society. We will start by considering fundamental questions, such as “What is globalization?” and “What is religion?” We will 

focus on religious education, which first appeared in modern societies with the separation of church and state. Historical 

changes and regional variations of this issue will be examined. We will also look at the cases of Germany and Japan. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 宗教とは何か 1 

3. 宗教とは何か 2 

4. グローバリゼーションとは何か 

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） 

レポート試験(Report Exam)(80%)/リアクションペーパー(20%) 

毎回コメントシートを提出してもらう。<BR>【変更前】筆記試験(Written Exam)70%, 平常点(In-class Points)30% (レポート 30%) 

 

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)） 

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。 

 

In this course, we will examine various issues related to ethics and bioethics found in present day society. Students will identify, 

assess, and consider the issues, ascertaining from where they arise while sorting out their points of view on the matters. This 

course aims to provide a foothold for many differing viewpoints. 

 

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。 

なお、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をしつつ授業を進めていくつもりでいるため、受講者の関心や社会

状況などに応じて、授業の進行や扱うテーマも適宜調整する予定である。 

 

Questions related to ethics and bioethics, particularly ones relating to "I/me", "we/us", and "life", are questions one is quite 

likely to have posed to them should they ever discuss the topic. In this course, we will begin by discussing various ethical and 

bioethical topics relating to these questions in order to identify and consider the issues at hand. Upon doing this, we will 

identify, consider, and reference the opinions of philosophers and thinkers relating to various things that make one feel the 

source of religion. From this, we will develop various differing viewpoints as we examine what the ideal states of "I/us", 

"we/us", and "life" should be. 

Additionally, video materials will be used in order to cultivate a better understanding. It is also planned for students to break up 

into groups and hold discussions. During class, students will be asked to write their comments down on a piece of paper. These 

comments will be anonymous, and the paper will be shared amongst the class, enabling students to be exposed to differing 

viewpoints and helping them to widen their perspective. 

The course will proceed by answering the questions and arguments written on the paper. Topics and material covered are 

planned to be adjusted based on the students’ interests and current world events.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入：我々と倫理と「宗教」 

2. 「宗教」と価値観・世界観 1 

3. 「宗教」と価値観・世界観 2 

4. 現代と「宗教」1 

5. 現代と「宗教」2 

6. 現代と「宗教」3 

7. 倫理／生命倫理への導入・基礎 1 

8. 倫理／生命倫理への導入・基礎 2 

9. 倫理／生命倫理への導入・基礎 3 

10. 倫理／生命倫理における諸問題 1 

11. 倫理／生命倫理における諸問題 2 

12. 倫理／生命倫理における諸問題 3 

13. 哲学者・思想家の見解 
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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） 

各回のコメントペーパー(50%)/小レポート(40%)/授業への参加姿勢・協力度(10%) 

2/3 以上の出席がない場合は成績評価の対象としません。（授業内での「出席フォーム」への登録とコメントペーパーの提出の両

方によって出席とします）。また、小レポートの提出 2 回も必須です。（小レポートについての詳細などは別にご案内します）。な

お、他の学生の学びを妨害するような行為はご遠慮ください（酷い場合には、大幅な減点をします）。<BR>【変更前】筆記試験

(Written Exam)50％，平常点(In-class Points)50％（コメントペーパーの内容と授業への参加姿勢 50%）備考：2/3 以上の出席がな

い場合は成績評価の対象としない（出席は、「出席票」の提出によって確認）。また、他の学生の学びを妨害するような行為は遠

慮願う（酷い場合には、大幅な減点をする）。 

 

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)） 

 

 

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） 
天皇制と日本のキリスト教 

担当者名 

（Instructor） 
柳堀 素雅子(YANAGIBORI SUGAKO) 

学期 

（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） 

本講義の到達目標は 

(1)明治維新以降の天皇制について理解すること 

(2)天皇制とキリスト教の関係について理解すること 

である 

 

The goalｓ of this course are to 

(1)understand the Emperor System of Japan since the Meiji Restoration 

(2)understand the relationship between Emperor System and Christianity in Japan 

 

授業の内容（Course Contents） 

この授業では、明治維新以降の日本の天皇制とキリスト教との関係を学びます。 

グループ討論を活発に行ないます。 

この授業の終了時には、学生は自分の見解を理論化できるようにすることを目標とする。 

 

This course introduces the relationship between Emperor System since the Meiji Restoration and Christianity in Japan.  

This course conducts active group discussions.  

At the end of the   course,participants are expected to be able to theorize my views. 

 

  

  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 明治維新と日本の天皇制（講義） 

2. 明治維新と日本のキリスト教界（講義） 

3. グループ分けとグループ討論のテーマを決める 

4. 戦前の日本の天皇制とキリスト教の関係についてのグループ討論 

5. グループ討論の結果報告と全体討論と授業担当者のコメント 

6. 太平洋戦争と日本のキリスト教会への弾圧について（講義） 

7. 戦時下の日本の天皇制とキリスト教界についてのグループ討論 

8. グループ討論の結果報告と全体討論と授業担当者のコメント 

9. 戦後の日本の象徴天皇制とキリスト教の関係について（講義） 

10. 象徴天皇制とキリスト教の関係についてのグループ討論 

11. グループ討論の結果報告と全体討論と授業担当者のコメント 

12. 立教大学と日本聖公会と天皇制とキリスト教の関係について（講義） 

13. 立教大学と日本聖公会と天皇制とキリスト教の関係について、授業参加者全員で考える。（グループ討論と全体討論） 

14. まとめ 

 

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

グループ討論形式で授業を進める回数が多い。 

天皇制の問題だけではなく、日本のキリスト教との関係で見ていくので、、必要最低限のキリスト教の知識は持っていてください。 

「戦前の日本の国家体制」と「戦後の日本の国家体制」の違いについての、必要最低限の知識も持っていてください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポ―ト課題（複数回）(100%) 

【変更前】筆記試験(Written Exam)43%, 平常点(In-class Points)57% (レポート課題（複数回）40%グループ討論の内容,17%) 
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テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 塚田理、1990 年、『象徴天皇制とキリスト教』、新教出版社 (ISBN-400-54232-7) 

2. 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) 

3. 土肥昭夫、2012 年、『天皇とキリスト』、新教出版社 (ISBN:ISBN978-4-400-21317-8) 

必要に応じて、その都度数多くの文献を紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

グループ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。レポート課題も複数回提出してもらいます。 

 

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。 

 

 As modern society is often expressed as urban society, a consumer society, or an information society, it is a spatial 

representation where a multi-sided examination is required. This course will focus on various concepts that symbolize modern 

society with the aim of cultivating the ability to analyze from the standpoint of the relationship between popular culture and 

religion. 

 

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。 

 

 As the people who live in modern Japan, we have the tendency of driving involvement with various religions away to the 

margins of our society. That being the case, just how do these marginalized religions get by? 

 In this course, we will not deal with topics pertaining to so-called traditional or organized religions. We will examine how 

religion, which has provided the world with ample meaning from time immemorial, is symbolized in the domain of popular culture. 

This will be examined chiefly through its relationship with tourism, consumption, and media.  

 

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） 

レポート試験(Report Exam)(50%)/出席兼コメントの送信(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。 

【変更前】筆記試験(Written Exam)50%, 平常点(In-class Points)50% (リアクションペーパー兼出席票の提出 50%) 

 

テキスト（Textbooks） 



 

 - 1084 - 

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） 
「宗教」の理念と実践 

担当者名 

（Instructor） 
加藤 喜之(KATO YOSHIYUKI) 

学期 

（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） 

現代世界を読み解くには宗教を理解しなければならない、と言われて久しい。だが私たちは「宗教」を実定的な現象のみでとらえ

ており、現象を構成する歴史的・学術的な諸前提をどれだけ理解できているだろうか。また、日本という宗教学的にみても特殊な

場にいることで見えなくなっている私たち自身の宗教的な傾向についてもほとんど認識できていないといってもよいだろう。そこで

本講義では、宗教と宗教体験を規定する認識の仕組み、また体制としての諸宗教が社会のなかで果たす役割の構造的な理解を

目指す。 

 

It has long been said that in order to understand the modern world, one needs to have an understanding of religion. However, we 

only grasp religion in terms of actual phenomena, and just how much do we understand the various historical and scientific 

premises upon which these phenomena are based? Furthermore, Japan is a relatively special place from the standpoint of 

religious studies, as it would be accurate to say that we are generally unaware of our own religious tendencies. Therefore, in 

this course, we will examine the workings of our perceptions, which govern religion and religious experiences. Furthermore, we 

will strive to attain a structural understanding of the roles that various religions play within society as organizations. 

 

授業の内容（Course Contents） 

本授業では、まず「信じるということ」について哲学的な分析を行う。続いて、社会における宗教の機能を歴史的かつ組織的に分

析する。とりわけ近年、宗教学において重要視されつつある、宗教と政治の関係にも光をあてる。また、日本社会という宗教学的

に特殊な場とそのなかでの宗教現象についても理解を深める。最後に、「新興宗教」「無宗教」「世俗化」というテーマに光をあて、

現代における宗教の意義を確認する。 

 

In this course, we will begin with a philosophical analysis of what it means to “believe” in something. We will continue with a 

historical and systematic analysis of the function of religion within society. In particular, we will shed light on the relationship 

between religion and state, which has received special attention in the field of religious studies in recent years. Furthermore, 

students will learn the special place of Japanese society within the field of religious studies, while deepening their 

understandings of the religious phenomena present within it. Finally, we will touch upon the concepts of new religion, irreligion, 

and secularity, reviewing the significance of religion in modern society. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入 

2. 信じるということについての哲学的考察 1：「宗教」Religion という概念の系譜学  

3. 信じるということについての哲学的考察 2：身体性と言語について 

4. 信じるということについての哲学的考察 3：行動原理と戒律・儀礼 

5. 社会のなかの宗教 1：多神教と一神教 

6. 社会のなかの宗教 2：キリスト教 

7. 社会のなかの宗教 3：イスラーム 

8. 日本社会と宗教 1：祭りと儀礼 

9. 日本社会と宗教 2：国家神道と近代民主主義 

10. 日本社会と宗教 3：仏教的な世界観 

11. 新興宗教という現象：新宗教の歴史とポスト・オウムの宗教 

12. 無宗教という現象：無神論と西洋中心主義 

13. 世俗化という現象：市民宗教、グローバル化と伝統回帰 

14. 総括 

 

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

毎回テキストの指定箇所を読み、小テスト、あるいはグループでの討論に備えること。また、講義では参加者をいくつかのグルー

プにわけ、与えられたテクストを共に読み、ディスカッションを行うこともある。最終試験は、講義で扱ういくつかの主題のなかから

二つ選び、批判的な分析を行う。配布資料は事前にプリントアウトして講義に持ってくること。 
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成績評価方法・基準（Evaluation） 

課題レポート 1(30%)/課題レポート 2(30%)/課題レポート 3(30%)/リアクションペーパー(10%) 

二度以降の無断欠席は、自動的に受講者の評定を一段落さげることにつながる。また次の行為も、評定を一段落さげる対象とな

る。居眠り、演習の内容と関係ない目的での電子機器の使用、脱線の範囲を超えた私語。 

【変更前】筆記試験(Written Exam)50%, 平常点(In-class Points)50% (議論への参加状況（コメントシートを含む）10%,小テストとグ

ループでの討論のまとめ 40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 島薗進、2006、『宗教学キーワード』、有斐閣 (ISBN:9784641058835) 

授業時に適宜指示する 

 

参考文献（Readings） 

授業時に適宜指示する 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■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。 

 

In this course, we will examine various trends within modern society from the standpoint of spirituality, which forms the 

backbone for religion at the fundamental level. Through doing so, we will reflect upon the state of ourselves, who live within this 

society, or are forced to live within it. 

 

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。 

 

We will not dispute the pros and cons of specific religions, or discuss individual current issues. Particular attention will be paid 

to the feelings toward the concepts of “spirituality,” which forms the backbone for all (genuine) religions, and “life.” General 

trends in modern society will be related to current zeitgeists as we parse through a few literary works and introduce various 

philosophical ideas. 

 

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. 石牟礼道子『苦界浄土』を読む（３） 

6. パスカル『パンセ』を読む 

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） 

作品全部を読み通すことはできないので、足りないところは各自で補うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(70%)/授業参加度（リアクションペーパー）(30%) 

宗教は人間の生死をめぐる真剣な課題なので、粗雑な思考は評価しない。 

【変更前】筆記試験(Written Exam)70%, 平常点(In-class Points)30% (出席兼リアクションペーパーの内容 30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

教場でプリントを配布する。 

 

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) 
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2. 柳宗悦、2017、『柳宗悦』、良品計画 (ISBN:978-4-909098-00-9) 

3. 中村哲、2010、『人は愛するに足り、真心は信ずるに足る』、岩波書店 (ISBN:978-4-00-024501-2) 

4. 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） 
現代日本の宗教とジェンダー・セクシュアリティ 

担当者名 

（Instructor） 
堀江 有里(HORIE YURI) 

学期 

（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） 

 本講義では、現代日本の宗教についてジェンダーの視点からの基礎的な知識を身につけること、また、その知見が現代社会を

読み解く上でどのように生かされうるかを思考する力を身につけることを目標とする。 

 

 In this course, we will learn basic information regarding religion in modern day Japan from the standpoint of gender. The 

course aims to foster the ability of students to think how they can leverage this knowledge to better understand modern 

society. 

 

授業の内容（Course Contents） 

 本講義は、現代社会における宗教をジェンダー（社会的・文化的に構築された性）の視点からの基礎的な知識をおさえることを

第一の目的におく。また、後半ではキリスト教を重点的な事例として取り扱う。 

 なお、ジェンダーと不可分の概念として、セクシュアリティの視点も取り入れ、性別二元論や異性愛主義という規範についても検

討する。 

 

 

 In this course, the goal is for students to learn basic information regarding religion in modern day Japan from the standpoint of 

gender (socially and culturally constructed dispositions). In the latter half of the course, we will use Christianity as an important 

example. 

 Furthermore, we will examine the concepts of gender and indivisibility, along with the standpoint of sexuality, while considering 

the model of sexual dualism and heterosexuality. 

 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ジェンダーの視点でとらえる宗教・宗教現象 

2. 日本における宗教とジェンダー（１）：神道 

3. 日本における宗教とジェンダー（２）：修験道 

4. 日本における宗教とジェンダー（３）：仏教 

5. 宗教への偏見と性差別（１）：イスラーム 

6. 宗教への偏見と性差別（２）：新宗教 

7. 宗教と政治（１）：近代天皇制の成立とジェンダー 

8. 宗教と政治（２）：天皇代替わりとジェンダー 

9. 宗教と政治（３）：天皇制・新宗教・ジェンダー 

10. キリスト教とジェンダー（１）：フェミニスト神学の思想と実践 

11. キリスト教とジェンダー（２）：性差別の事例から 

12. キリスト教とセクシュアリティ（１）：クィア神学の思想と実践 

13. キリスト教とセクシュアリティ（２）：異性愛主義の事例から 

14. 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） 

履修前に問題意識を明確にし、参考文献などに目を通しておくこと。 

また、講義終了後には授業内容を復習し、次回に備えること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(80%)/コメント、小レポート(20%) 

【変更前】筆記試験(Written Exam)80%, 平常点(In-class Points)20% (リアクション・ペーパーの提出 20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特に指定しない 
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参考文献（Readings） 

1. 田中雅一・川橋範子、2007、『ジェンダーで学ぶ宗教学』、世界思想社 (ISBN:978-4790712794) 

2. 川橋範子・黒木雅子、2004、『混在するめぐみ：ポストコロニアル時代の宗教とフェミニズム』、人文書院 (ISBN:978-

4409530290) 

3. 川橋範子・小松加代子、2016、『宗教とジェンダーのポリティクス: フェミニスト人類学のまなざし』、昭和堂 (ISBN:978-

4812216019) 

4. 堀江有里、2006、『「レズビアン」という生き方：キリスト教の異性愛主義を問う』、新教出版社 (ISBN:978-4400427049) 

そのほか、講義内で紹介する。 

 

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） 
フランス文学と翻案 表現と評言のあいだにあるもの 

担当者名 

（Instructor） 
杉原 賢彦(SUGIHARA KATSUHIKO) 

学期 

（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） 

文学を通して、表現／評言することを考えてゆきます。文学を読むということから、なにを得ることができるのか。そして今度は、そ

の体験をどのように送り出すことができるのか。フランス文学のほか、さまざまな文学的なるものから読み取りの可能性と評言の

可能性を学びます。 

 

In this course, students learn first to critically read literary works and then to express and comment on them. We will treat 

French literature and other texts or materials like movies to learn the possibilities of reading and expression. 

 

授業の内容（Course Contents） 

文学とそこから派生してくるものを範疇に含みます。つまり、翻案＝アダプテーションも同時に取り扱いますので、文学体験という

ものが他の表現形態にどのようにメタモルフォーズしていったのか、検証することから始める予定です。 

さらにそれを応用しつつ、文学からの可能性を、自ら体験してみてもらおうと思っています。したがって、書くこと、ないし評言する

ことに力点をおいた課題に挑戦してもらいます。 

 

This course will consider not only literature but also other materials that originated in literature, namely "adaptation." We will 

investigate how the literary experience transformed into other forms of expression. The students will challenge themselves in 

imagining the possibilities of adaptation.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 文学と翻案、あるいは評言 

2. 文学から映画へ翻案 『レ・ミゼラブル』I 

3. 文学から映画へ翻案 『レ・ミゼラブル』II 

4. 文学から映画へ翻案 『レ・ミゼラブル』III 

5. 文学から映画へ翻案 『レ・ミゼラブル』IV 

6. 『レ・ミゼラブル』をどう読んだ／見たのか 

7. 中間まとめと課題 

8. 文学的修辞と映像的修辞の異なりについて I 

9. 文学的修辞と映像的修辞の異なりについて II 

10. メディア／メディウムと文学表現の関係について I 

11. メディア／メディウムと文学表現の関係について II 

12. 評言するということ I 

13. 評言するということ II 

14. 全体まとめと課題 

 

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

授業で扱う予定のヴィクトル・ユゴー著『レ・ミゼラブル』を読んでもらいたい（大著ではあるが、読む価値はある！）。また、その翻

案作品として触れやすい映画化作品もなんらか必ず見てもらいたい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(40%)/毎回の課題(40%)/リアクションペーパー(20%) 

【変更前】筆記試験(Written Exam)50%, 平常点(In-class Points)50% (課題提出 50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 杉原賢彦、暮沢剛巳、前島秀国、2006、『アートを書く！ クリティカル文章術』、フィルムアート社 (ISBN:4845906996) 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

本科目は、担当教員の実務経験、または実務に従事するゲスト・スピーカーの招聘講義等を活かした授業である。 
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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） 
ハーマン・メルヴィル『白鯨』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） 
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） 

文学の読解を通じて、人文学的な思考の基礎を学び、他者への想像力を涵養する。 

 

Through a careful reading of literature, students will learn the basis of the humanities and thereby nourish their imaginations to 

better understand other people.  

 

授業の内容（Course Contents） 

19 世紀アメリカの文豪ハーマン・メルヴィルの代表長編小説『白鯨』（1851）を読む。この作品は世界的名作として広く世に知られ

ているが、その知名度に反してなかなか実際に読まれることは少ない。それもそのはず、その長大さ（翻訳にして 1000 ページ

超）、難解さを考えれば無理もない。 

 

そこで本講義では、講師がこの作品の読みどころ、歴史・文化背景などを説明することにより、受講者を『白鯨』の世界へと誘うこ

とを目標とする。さらには、この作品の読解を通じて、アメリカとは何か、個人とは何か、民主主義とは何かなど、この作品が取り

組んでいる壮大な諸問題について考察してみたい。 

 

受講にあたってメルヴィルや『白鯨』に関する知識は一切必要ない。しかし、一つの作品をじっくりと読み込む講義なので、文学へ

の興味・関心をある程度有していることが望ましい。作品の抜粋をコピーして配布し、それを毎授業の予習として読むことを求め

る。 

 

This course will undertake a careful reading of Herman Melville's magnus opus, Moby-Dick (1851). Despite its great popularity, 

many readers do not manage to finish reading the novel in its entirety. This course is intended to help students wade through 

this massive work of literature by teaching them the cultural and historical contexts in which the work was written. Through the 

reading of this novel, they are also expected to think deeply about a series of important questions regarding what America is, 

what the individual is, and what democracy is.   

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 作品読解：Ch. 1, 2. 3 

3. 作品読解: Ch. 4, 9, 10 

4. 作品読解: Ch. 16, 26, 28 

5. 作品読解: Ch. 36, 37, 38 

6. 作品読解: Ch. 41, 42 

7. 作品読解: Ch. 44, 46, 52, 53 

8. 作品読解: Ch. 71, 72 

9. 作品読解: Ch. 94, 106 

10. 作品読解: Ch. 109, 123, 128 

11. 映画鑑賞『白鯨との闘い』 

12. 作品読解: Ch. 132, 133 

13. 作品読解: Ch. 134, 135, Epilogue  

14. まとめ 

 

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

作品の抜粋のコピーを配布し、それを毎授業の予習として読んでもらう。毎回のレスポンスペーパーでは自身の考えたことを書い

てもらい、学生によるアウトプットを重視する。そのため、本講義はただ座って話を聞いていたいという学生には向かないだろう。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

毎回のレスポンス・ペーパー100％(100%) 

【変更前】筆記試験(Written Exam)50%, 平常点(In-class Points)50% (毎回のレスポンスペーパー50%) 
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テキスト（Textbooks） 

コピーを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 千石英世、2014、『白鯨 (シリーズ もっと知りたい名作の世界)』、ミネルヴァ書房 (ISBN:978-4623070473) 

2. 巽孝之、2005、『『白鯨』アメリカン・スタディーズ (理想の教室)』、みすず書房 (ISBN:978-4622083078) 

3. ハーマン・メルヴィル、2004、『白鯨 上』、岩波文庫 (ISBN:978-4003230817) 

4. ハーマン・メルヴィル、2004、『白鯨 中』、岩波文庫 (ISBN:978-4003230824) 

5. ハーマン・メルヴィル、2004、『白鯨 下』、岩波文庫 (ISBN:978-4003230831) 

 

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） 
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。 

 

 In this course, students will read relatively short works from modern Japanese literature, learning the concepts of portrayal 

and style while considering the value systems of the eras depicted. However, we will not limit our focus and standpoint to just 

modern literature. The eventual goal is that through these experiences, students will foster the ability to constantly question 

various phenomena within society, raising various questions of their own accord. 

 As students will submit a reaction paper at the conclusion of the class, the class aims for students to become able to present 

their own thoughts each time, grounded in the learning of class content. 

 

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。 

 

Each time we will deal with a different short story, which we will strive to comprehend thoroughly. 

 

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） 

レポート試験(Report Exam)(70%)/リアクションペーパー：30％(30%) 

【変更前】筆記試験(Written Exam)70%, 平常点(In-class Points)30% (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
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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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■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） 
人文学（ドイツ文学から）の技を伝授する 

担当者名 

（Instructor） 
古矢 晋一(FURUYA 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） 
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。 

 

Using German literature as a foundation, students will learn what it means to study at a university based on theory and practical 

applications. 

 

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。 

 

In this course, we will identify the basic mental attitude necessary to study the humanities while acquiring various specific skills. 

To that end, the course will be conducted using an omnibus format, with various instructors holding lectures. After each 

instructor’s second lecture, students will turn in a reaction paper. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入＋人文学とは何か（前田良三）   

2. 「物語」の生成と変容（前田良三）   

3. 人文学とメディア（前田良三）   

4. 人文学における心と身体（前田良三）  

5.  小テスト（1） 

6. 人文学と歴史（井出万秀）   

7. 人文学的美（井出万秀）  

8. 人文学的「型」の形成（1）（井出万秀）  

9. 人文学的「型」の形成（2）（井出万秀）  

10. 人文学と現代社会（古矢晋一） 

11. 人文学と「読書」（1）（古矢晋一） 

12. 人文学と「読書」（2）（古矢晋一） 

13. 人文学と「事実」（古矢晋一） 

14. 小テスト（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） 

毎回の講義の後に Blackboardから課題提出(65%)/各教員の分が終わったところで課題（授業内レポート）(35%) 

正当な理由なく３回欠席した場合、成績評価の対象としない。 

【変更前】筆記試験(Written Exam)45%, 平常点(In-class Points)55% (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)） 

各回の講義内容については、変更があり得る。 
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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） 
「死」について考える 

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） 

本授業は西洋哲学における「死」という主題を取り上げる。受講生は、哲学的文脈における死について、テキストの正確な読解方

法と論理的思考を身につけ、学術的な論述ができるようになることを目標とする。 

 

This course deals with the theme of "death" in western philosophie. By the end of the course, students should be able to 

acquire the ability in accurate reading,  logical thinking, and to make academic essays about death in philosophical context.  

 

授業の内容（Course Contents） 

「死」は、誰も自分では経験したことがないが、誰もが行き着く先である。この意味において、「死」は非常に抽象的であるとともに

非常にありふれた概念である。本授業では、西洋哲学における「死」について基本的なの考えを学ぶ。 

 

Nobody has experienced the death, but everybody will die. In this sense, the death is a very abstract and common idea at once. 

This course introduces the fondamental ideas of "death" in western philosophie.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入：哲学的に「死」を考えるとはどういうことか （吉野源三郎『君たちはどう生きるか』） 

2. 古代ギリシアと死（１）：自殺と「何のために生きるか」という問い（ソフォクレス『アイアース』より） 

3. 古代ギリシアと死（２）：死は恐れるべきものか（プラトン『パイドン』より）  

4. 「何のために生きるのか」：『旧約聖書』の「ヨブ記」から 

5. 「死」と「赦し」：ジャンケレヴィッチの「赦しの不可能性」についての議論 

6. 「赦しえないもの」の「赦し」：デリダおよびリクールにおける「赦しの不可能性」についての議論 

7. まとめおよび中間レポートの概要説明  

8. 「死刑廃止運動」の意味：デリダの死刑論 

9.  他者の死に際して：クリスチャン・シャバニスのインタビュー集から 

10. 「苦痛」と「死」 ：レヴィナス『全体性と無限』から 

11. 「他者の時間」について：レヴィナス『神・死・時間』から 

12. 「生」と「死」のあいだ：安楽死問題が意味するもの 

13. 「生」の意味について考える：関係としての死の概念  

14. まとめおよび試験の準備 

 

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

各回共通の予習として、回ごとに渡された配布プリントの熟読をし、わからない文章に下線を引き、どういう意味なのか自分で考

えておく。  

復習として、毎回出された問いを考える。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/毎回の課題（出席）(20%)/中間レポート(20%) 

【変更前】筆記試験(Written Exam)60%, 平常点(In-class Points)40% (中間レポート 20%,コメントシート 20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

毎回プリントを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

参考文献は授業の中で適宜指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■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） 
生命にかんする哲学的アプローチ 

担当者名 

（Instructor） 
秋保 亘(AKIHO 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） 
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） 

・生命にかんする哲学上の様々な考え方を題材として、私たちが普段意識することなくそれに寄りかかって思考している知の枠組

みをあぶりだし、自分たちの考え方そのものを相対化する視座を身につける。 

・容易には答えの出ない、あるいは完全な答えなどそもそもないかもしれない問題を、真剣に考え続けることのできる思考の肺活

量を鍛える。 

 

- The purpose of this course is, based on various philosophical approach on life, to identify the framework of knowledge that our 

thoughts routinely lean on without awareness, and to acquire a relative perspective on our thoughts itself.  

 

- Also, to develop aerobic capacity for thoughts to achieve ability for constant serious thinking on questions without easy 

answers, or questions that may not have a complete answer to begin with. 

 

授業の内容（Course Contents） 

本授業では、西洋哲学の歴史の中で、生命がどのように理解されてきたのかを講じる。 

古代ギリシアの思想から出発して、生命をめぐる知の枠組みがその後どのように継承され、あるいは変更されていったのかを辿

り、生命にかんする人間の理解が、時代的状況や科学的発見にどの程度依存しているのか、またいかなる時代においても普遍

的に妥当する生命にかんする共通の認識が存在するのかどうかを検討する。 

キリスト教思想に代表されるような、身体（肉）から解放された精神（霊）の生としての「真実の生」ないし「善き生」と、胎児の心臓

の鼓動に感じられる「生命」とのあいだには、両者をともに「生」と言わしめる共通の何かは存在するのだろうか。また、私たち自身

や、道端で出会われるあの猫やこの小鳥、その紫陽花などの個々の具体的な「生物」を、すべて含みこみ育んでいるような「生

命」という大きな力のようなものが存在するのだろうか。生命にかんする多くの論点からいくつかのものをとりあげ、哲学の歴史を

踏まえながら検討していく。 

 

Lectures will be given on how life was understood in the history of western philosophy.  

 

Starting with ancient Greek philosophy, we will follow how the framework of knowledge on life was succeeded or changed, and 

consider how much human understanding on life relies on the affairs of the time and scientific discovery, as well as whether 

common understanding on life that is universally applicable through all times exists.  

 

Is there something common between the “true life” or “good life” as the life of a spirit released from the body represented in 

Christian philosophy and the “life” felt in the heartbeat of fetus that makes us refer to them both as “life”? Does “life” exist as 

a large force that includes and nurtures all individual “living things” such as humans, cats and birds encountered on the road, 

and the hydrangea on the roadside? Several topics will be selected from many issues involving life for consideration based on 

the history of philosophy. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション：哲学という知的いとなみについて 

2. 古代ギリシアの生命観：詩人たちの世界―「息」としての生命 

3. プラトン：魂の生 

4. アリストテレス(1)：生命原理としての魂 

5. アリストテレス(2)：生物学的アプローチ 

6. 初期ストア派：生きものとしての世界 

7. アウグスティヌス：キリスト教的生 

8. デカルト(1)：機械論的自然と目的論的自然 

9. デカルト(2)：精神と身体の合一体としての人間 

10. 生気論 

11. 有機体と個体 
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12. ベルクソン：生命と物質 

13. 動物と植物：生命の理解モデル 

14. まとめ 

 

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

毎回いくつかの文献を紹介するので、自分の興味に合わせて文献を精査する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

小レポート(35%)/授業内小テスト(35%)/リアクションペーパー(30%) 

【変更前】筆記試験(Written Exam)70%, 平常点(In-class Points)30% (リアクションペーパー30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

毎回レジュメを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

授業内で適宜文献を指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業では学生への質問も活発に行う予定なので、積極的な受講態度を期待する。 

 

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。 

 

In this course, students will learn various methods to analyze data regarding the diverse functions of cities. Students will learn 

how to examine the advantages and disadvantages of the various function of cities in region. 

 

授業の内容（Course Contents） 

都市空間の機能や課題について、時間を軸として人文社会的視点により学ぶ。選出された大学周辺の地域について、地域ごと

にチームを作る。チームは複数のグループで構成され、グループごとに個人単位でテーマを分担して調べ、口頭発表を行う。毎

週のテーマに基づき各グループの代表が発表を行い、参加者はグループの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。 

 

In this course, students will study the functions and the problem of city space to use time from the point of view in human 

civilization. The topic will be chosen in some areas in the vicinity of the university. Students will separate into teams in each 

area and team will be formed groups. Each group will independently investigate their topic and give presentation on the weekly 

topic. Students will compare these presentations and add their personal commentary. The number of regions will be selected on 

the number of registered students. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業の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については、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。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

リアクションペーパー(40%)/小テスト(20%)/口頭発表(40%) 

2020.5.5 付変更【変更前】筆記試験 50％、平常点 50％ 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 
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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. 岡本 哲志、2017、『江戸→TOKYO なりたちの教科書』、淡交社 

3. 堀田裕三子、近藤民代、坂東美智子、2014、『これからの住まいとまち』、朝倉書店 

4. 梶田真、仁平尊明、加藤政洋、2012、『地域研究ことはじめ』、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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■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。 

 

In this course, we will examine various well-known wars of medieval Japan, as well as various political events that resulted in 

war, from a historical standpoint. Through this the goal is for students to learn the methodology required to accurately grasp 

history. 

 

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、原則、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、戦争そのものよ

りも戦争にいたる政治史解説により重きを置く。なお、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。 

 

We will be using the 12th volume of “The History of War in Japan” series, published by the Yoshikawa Kobunkan. As a general 

rule, one book will be introduced every lecture. Particular focus will be placed on explaining the differences between new 

theories and prior research, as well as the explanation of the main ancient manuscripts used. Furthermore, emphasis will be 

placed on explaining the political history that led to the wars rather than the wars themselves. It is planned for students to reply 

to a few of the questions and opinions written on the response papers at the outset of each lecture. It is expected that the 

explanations required throughout the course will be large in length and great in number, so the odds are high that blackboard 

writing by the instructor will be kept to a minimum. 

 

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、授業中に別途指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(100%) 

【変更前】筆記試験(Written Exam)80%, 平常点(In-class Points)20% (レスポンスペーパーの内容 20%) 

 

テキスト（Textbooks） 
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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)） 

歴史、特に日本史が好きな方むけの授業です。私語が多い方の受講はお断りします。 

 

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） 
西洋音楽史概説 

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し、それについての基本的な知識を身に付けると共に、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。 

 

In this course, we will outline the history of Western music, teaching students the fundamental knowledge of the subject. We will 

deal with the time period from the Middle Ages to present times, considering what humans have sought from music, and what it 

has helped them discover. 

 

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テーマを中心に学ぶ。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ことに留意。 

 

The art of Western music, that is to say, the history of classical music, will be separated from the rest of the material as a 

matter of convenience. We will focus on learning the representative motifs of each era. Because the subject being studied is 

music, we will utilize audiovisual materials in class as much as possible. However, it is worth noting that the goal of this course 

is not to cultivate a sense for appreciating music. 

 

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：器楽の隆盛 

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授業の性格上、作曲家名や固有の用語が、ある程度前提となるのは避けられない。授業中の説明に全てを

期待するのではなく、未知のことは、各自、自発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、積極的に各種メディアを用いて補うことを強く期待する。尚、各回

授業で使用するスライドは、後日ブラックボードにアップする。復習、試験準備に役立てて欲しい。 

 

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%) 

尚、2/3 以上出席していない場合は、単位修得を認めない。 

【変更前】筆記試験(Written Exam)70%, 平常点(In-class Points)30% (授業内に提出を求めるもの（リアクションペーパー、小レポー

ト等）30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特定のテキストは指定しない。随時プリントを配布。また、授業中に使用したスライドは PDF ファイルとして、後日ブラックボードに

アップする。 
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参考文献（Readings） 

初回の授業時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。当然のことであるが、授業の妨げになるため私語は厳禁。 

 

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） 
ヨーロッパ美術作品鑑賞入門：古代から 20 世紀までの平面・立体造形作品の分析 

担当者名 

（Instructor） 
宮崎 匠(MIYAZAKI 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） 
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 

オンデマンド授業 

 

授業の目標（Course Objectives） 

ヨーロッパで制作された美術作品は、空間的に遠く離れた地で、時に非常に古い時代につくられたものであっても、日本での人気

が非常に高い。海外旅行の際には、多くの日本人がガイドブックやツアーの案内を頼りに、目的地の美術館・博物館・教会・宮殿

を訪れて古い時代の作品を鑑賞している。また毎年少なくない数の作品を日本各地の美術館で開催される展覧会で鑑賞すること

ができ、たとえば 2018-2019 年には、国立西洋美術館では 17世紀フランドルの画家ルーベンスの作品を数多く集めた特別展が

開催されている。だが観光地や展覧会で目にできる作品は、多くの場合、21 世紀に生きる我々に鑑賞され、現代の日本の美術

館に展示する目的で作られたものではない。ではそれらの美術作品は誰によって、どのような人間のために、なぜ制作され、どこ

に設置され、またどのように用いられたのだろうか。さらに制作のために使用された技法や材料、そして作品に表現されたモチー

フは何を意味していたのだろうか。本講義ではこのような疑問を出発点とし、具体的な作品の造形的特徴や表現内容に加えて、

その作品が制作された理由、また作られた当時の社会において作品が担っていた実践的機能についても学ぶ。それにより、美術

作品について、特に歴史的・社会的背景を踏まえながら考える方法を身につけるいことを目指す。 

 

Works of art produced in Europe from ancient times all the way through the 21th century, despite being crafted in a faraway 

land and sometimes in the distant past, enjoy an exceedingly high level of popularity in Japan. While vacationing abroad, a lot of 

Japanese people rely on guidebooks or tours, stopping at various art galleries, museums, churches, and palaces at their 

destination, whereupon they gain an appreciation for old works of art. Additionally, every year a large number of works are 

displayed at exhibitions in various art museums all across Japan. For example, in 2018-2019 a special exhibition was held at the 

National Museum of Western Art where a large number of works by 17th century Flemish artist Peter Paul Rubens were put on 

display. However, these works one sees at various tourist destinations or museum exhibitions were not created for the sake of 

being viewed by us in the 21st century, nor were they made with the goal of being displayed in a Japanese art museum in mind. 

So, for and by whom were these works produced? Why were they made, where were they enshrined, and what were they used 

for? Furthermore, what were the techniques and materials used to produce these works? And just what do the motifs employed 

within them signify? In this course, we will use these questions as a starting point, whereupon we will proceed to study the 

modeling characteristics of actual works alongside what they are actually expressing. Furthermore, we will study why each work 

was produced, as well as the practical functions they bore within the societies that created them. Through this, the goal is for 

students to learn new ways of thinking about works of art, particularly through analysis of the historical and societal contexts of 

each work. 

 

授業の内容（Course Contents） 

ヨーロッパで制作された平面ならびに立体の美術作品に焦点を当て、作品の造形技術および表現上の特徴、歴史的意義、社会

的重要性を分析する。講義ではパワーポイントで制作したスライド（作品の部分図、拡大図、作品に関連する図版・表・テキスト）

を映写し、主に画像を参照しながら授業を進める。 

 

In this course, we will focus on two- and three-dimensional works of art produced in Europe, analyzing the styles and 

techniques employed in their creation, the idiosyncracies of their presentation, their historical contexts, and their societal 

importance. This course will make use of slides made using PowerPoint (partial views of each work, magnifications, 

figures/tables/text related to each work). Lectures will be conducted using the slides as a reference. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 古代の平面造形 

2. 古代の立体造形 

3. 中世の平面造形 

4. 中世の立体造形 

5. ルネサンスとマニエリスム期の平面造形 

6. ルネサンスとマニエリスム期の立体造形 

7. 17 世紀の平面造形 

8. 17 世紀の立体造形 
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9. 18 世紀の平面造形 

10. 18 世紀の立体造形 

11. 19 世紀の平面造形 

12. 19 世紀の立体造形 

13. 20 世紀の平面造形 

14. 20 世紀の立体造形 

 

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

予習：毎回出題される予習用課題を解き、重要な概念や作品について予備的知識を得る。 

復習：授業内で扱われた作品（あるいは類似する作例）を参考文献の中にさがし、解説を読んで理解をより深める。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(100%) 

毎回、授業の内容に関するテーマについて参加者が考えたことを記述するリアクションペーパーの提出を求め、講義の理解度を

確認する。<BR>【変更前】筆記試験(Written Exam)100% 

 

テキスト（Textbooks） 

授業中に使用するテキストは特にありません。講義中に示される重要用語や説明があった資料の解釈、スライドで示された作品

の造形的特徴で気づいた点などをできるだけ書きとめ、必要があれば作品の概観・細部を模写し、テキストとイメージを適宜織り

交ぜながら積極的にノートを作成するように心がけてください。 

 

参考文献（Readings） 

1. 『世界美術大全集 西洋編』、小学館 

2. 『西洋美術の歴史』、中央公論新社 

3. 1999、『西洋美術館』、小学館 (ISBN:4096997056) 

4. 2006、『西洋美術史』、武蔵野美術大学出版局 (ISBN:4901631713) 

5. 『もっと知りたい…』シリーズ、東京美術 

6. 『すぐわかる…』シリーズ、東京美術 

授業中に抱いた疑問点・難解だった内容に関しては、担当講師に質問する他に、図書館で上述の参考文献を参照し、自分で調

べることも大切です。自ら主体的に疑問を解決することにより、さらに確実な内容理解と関連記憶の定着を見込むことができま

す。特に東京美術の各シリーズでは、専門家以外の読者にもわかりやすく、しかしポイントをおさえた解説が加えられており、授

業の予習・復習にうってつけの参考文献群となっています。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

【オンデマンド授業  配信スケジュール】 

第 1 回 9 月 25 日 

第 2 回 10月 2 日 

第 3 回 10月 9 日 

第 4 回 10月 16 日 

第 5 回 10月 23 日 

第 6 回 10月 30 日 

第 7 回 11月 6 日 

第 8 回 11月 13 日 

第 9 回 11月 20 日 

第 10 回 11 月 27 日 

第 11 回 12 月 4 日 

第 12 回 12 月 11 日 

第 13 回 12 月 18 日 

第 14 回 12 月 25 日 

 

【変更前】 

①本講義では映写したスライド画像をもとに授業を進める。スライド画像は教室後方からでは見づらいため、受講者は可能な限り

教室前方の席に座ること。 

②授業中はパソコン、スマートフォン、携帯電話、タブレット端末の使用は禁止とする。 

③私語厳禁。 

 

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––––美や芸術をめぐる諸問題 

担当者名 

（Instructor） 
櫻井 一成(SAKURAI ISSEI) 

学期 

（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。 

 

In this course, students will learn what the field of aesthetics is, and what matters it deals with. Students will become aware of 

the fact that our understanding of beauty and art is a peculiar thing, restrained by various historical limitations. They will realize 

that there are various mysteries and paradoxes surrounding the words we use to describe art and experience in the arts. 

Furthermore, students will learn the fun in pondering philosophical issues using their own mind and debating those with opinions 

that differ from their own. 

 

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」「どうすれば創造性を獲得できるの

か」といった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。言い換

えれば、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、芸術にかんする常識や自分なりの理解を

批判的にとらえ直す機会を提供し、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。授業では文献資料および視

聴覚資料をもちいます。 

 

In this course, questions such as “What is art,” “What is the correct way of appreciating a work,” “What is art useful for,” and 

“How does one acquire a sense of creativity?” will be posed to the students. Students will contemplate these issues with each 

other as well as together with the writings by prominent scholars of the past. To put it differently, this course does not intend 

to boil down various methods of appreciating paintings and music and teach them to students. Rather, the goal of this course is 

to provide students with an opportunity to obtain some common knowledge regarding the arts and critically reevaluate their 

understanding while learning the pleasure of philosophical thinking. Both literature and audiovisual materials will be utilized 

during the lectures. 

 

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––––フィクションとごっこ遊び 

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。 
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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） 

レポート試験(Report Exam)(64%)/リアクションペーパー(36%) 

【変更前】筆記試験(Written Exam)70%, 平常点(In-class Points)30% (出席及びコメントカードの提出 30%) 

 

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)） 

 

 

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） 
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。 

 

In this course, students will learn about the development process of the global economic system. They will gain a sense of 

perspective on how the global economic system has arrived at its current state over a long span of time. 

 

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。 

 

This course will deal with various issues facing the global economic system commonly discussed in the media. Students will gain 

an understanding by looking at a long span of time. The course will not be limited to Japan, but rather will have a broad 

perspective, obtaining a bird’s-eye view of the global economic system. In addition, the students will be given time to present 

reports they have created and an opportunity will be provided for them to discuss specific issues. 

 

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. 南アジア経済社会を読む 

7. 南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. ヨーロッパ経済社会を理解する 

13. ヨーロッパ経済社会を理解する 

14. まとめ： アメリカ経済社会の理解ならびに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） 

小レポート 6％×8 回、中間レポート 22％、最終レポート 30％(100%) 

【変更前】筆記試験(Written Exam)70%, 平常点(In-class Points)30% (最終レポート(Final Report)20%,ディスカッション技術など 10%) 

 

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。 
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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） 
グローバル経済下における国民生活と経済政策 

担当者名 

（Instructor） 
飯島 寛之(IIJIMA 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） 

国際経済学やマクロ経済学の初歩を身につけながら、経済のグローバル化の具体的な姿を理解し、自分の言葉で説明すること

ができるようになる。 

 

Through a study of the basic knowledge of international economics and macroeconomics, students will be able to understand 

and explain in their own words the specifics of economic globalization. 

 

授業の内容（Course Contents） 

グローバル化が進むなかにあって、私たちは否応なしにその恩恵と弊害を受けざるを得ない。とりわけそれを経済の分野に限定

すると、財の取引（貿易）やカネの取引（資本取引）、人の移動が大規模かつ頻繁になることで、私たちの生活は大きく変わってき

た。講義ではグローバル化の進展のなかで私たちの生活がどのように変わってきたのか。いくつかのトピックを取り上げながら、

グローバル経済の進展による国民生活の変化や経済政策の展開について講義していく。 

 

Globalization has created both benefits and suffering. From an economics perspective, our lives have changed regarding the 

trade of goods (trade), the trade of money (capital trade), and the frequent and widespread movement of people. Course 

lectures will cover several topics and discuss how our lives have changed in the context of globalization, especially in the 

context of individual lives and the development of economic policies. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. グローバル経済下における財の移動① 

3. グローバル経済下における財の移動② 

4. 国際的なモノとカネの移動を理解する 

5. グローバル経済下における資本の移動① 

6. グローバル経済下における資本の移動② 

7. グローバル経済下における資本の移動③ 

8. 援助と開発途上国 

9. グローバル経済下における金融政策① 

10. グローバル経済下における金融政策② 

11. 通貨・金融危機と国際協調① 

12. 通貨・金融危機と国際協調② 

13. グローバル化と格差① 

14. グローバル化と格差② 

 

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

資料は事前に BlackBoard に掲示するので確認すること。また、授業終了後は適宜指示する容易な書籍などを読むことで、内容

の理解を深めてもらいたい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(40%)/授業中及び授業後の課題(60%) 

【変更前】筆記試験(Written Exam)70%, 平常点(In-class Points)30% (講義中の課題もしくは小テスト（受講人数による）30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

適宜指示する 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業は講義形式で行う。積極的な授業参加を求める。 

 

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） 

福祉国家とグローバル化～福祉国家は生き残れるか？ 

(Welfare States and Globalization: Are welfare states sustainable?) 

担当者名 

（Instructor） 
菅沼 隆(SUGANUMA TAKASHI) 

学期 

（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） 

世界的に注目される北欧諸国であるが、情報量が少なく一面的なイメージが流布している。この科目では北欧諸国の実相を詳し

く知り、独特の国造りの仕方があることを知る。福祉国家のモデルとされる北欧諸国、特にデンマークに着目し、グローバル経済

の中で福祉国家をどのように維持しようとしているのか、政策立案過程に注目して考察する。 

 

Nordic countries' welfare states attract the world's interest. However, information about these countries is restricted and the 

images are stereotyped. This course gives copious information on these countries and especially focuses on Denmark, which is 

famous for its typical welfare state, studying how Denmark maintains welfare provisions under the pressure of globalization.  

 

授業の内容（Course Contents） 

グローバル化が進展するなか、福祉国家は今後も持続可能なのであろうか？ グローバル化が進展すると膨大な人口を有する

中国や GAFAのようなグローバル IT企業を擁するアメリカのような超大国に他の国は飲み込まれてしまうのか？デンマークやス

ウェーデンなどの北欧福祉国家は高い税率と少ない人口でグローバル競争の中、生き残ることができるのであろうか？この授業

ではデンマークに焦点を当て、グローバル競争にデンマークがどのように対応しているのか、その現状を知る。そして、福祉国家

が持続可能であるのかどうか、考察したい。 

 

Are welfare states sustainable under the pressure of globalization? Are Scandinavian welfare states such as Denmark or 

Sweden, swallowed by superstates like China or the U.S.A.? Can the welfare states with a high tax rate and small population 

survive under globalization? This course focuses on Denmark's management of its society and economy, then considers whether 

welfare states are sustainable. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション グローバル化と各国経済 

2. 北欧の歴史～デンマークを中心に 

3. 北欧の社会保障制度 

4. 北欧の経済１ 産業構造 

5. 北欧の経済２ 労使関係・企業 

6. 北欧の政治 

7. 北欧の社会 ジェンダー、家族 

8. 北欧の経済３  

9. 北欧とＥＵ１ 

10. 北欧とＥＵ２ 

11. 北欧の移民・外国人労働問題 

12. 北欧の経済政策 1 

13. 北欧の経済政策２ 

14. まとめ 

 

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

適宜、予習用のテキストやネット URLを指示するので、事前に読んでおくこと。 

授業中にレポート・小テストを課すことがある。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/小テスト(40%) 

【変更前】筆記試験(Written Exam)70%, 平常点(In-class Points)30% (レポート・小テスト 30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 佐野利男、2017、『女神フライアが愛した国 : 偉大な小国デンマークが示す未来』、東海大学出版部 (ISBN:9784486021629) 
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参考文献（Readings） 

1. クラウス・ペーターセン他、2017、『北欧福祉国家は持続可能か : 多元性と政策協調のゆくえ』、ミネルヴァ書房 

(ISBN:9784623075355) 

2. 村井誠人・吉武信彦編、2019、『映画のなかの「北欧」』、小鳥遊書房 (ISBN:978-4-909812-21-6) 

3. 斉藤弥生・石黒暢、2019、『北欧』、旬報社 (ISBN:9784845115976) 

 

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) 

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） 
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） 

この授業では、社会学の基本的な考え方および基礎理論、調査法などの概要を学習する。社会学の考え方を身につけることで、

一見単純に見える社会現象の背後に、実は複雑なメカニズム、深遠な背景、様々な歴史的経緯があるということを理解し、根拠

と論理性を持って社会の仕組みを説明できるようになることを目指す。 

 

In this class, students will learn sociological ideas and basic theories that explain the systems of society that constitutes the 

base of our everyday lives, and aim to acquire the ability to explain social systems based on evidence and logical thinking. 

 

授業の内容（Course Contents） 

社会学とは、ごく単純に言えば、社会の中に生じる様々な現象（社会現象、社会的事実）を対象に、その成り立ちやメカニズムを

説明しようとする学問である。私たちが日々経験している現象―それは例えば、「恋愛」であったり、「家族」であったり、「コミュニ

ティ」であったり、あるいは「社会的不平等」などであったりするが―は、なぜ、いかにしてそのようなものとして私たちの前に現れ

るのか。社会学は、そうした社会現象の成り立ちに、改めて論理的な説明を与えるものである。この授業では、こうした社会現象

の成り立ちを説明する社会学の考え方および基礎理論、調査法などの概要について学習する。 

 

Sociology is, in simple terms, what explains various social phenomena (or social facts) that occur in society. Such a phenomena 

is what we experience in everyday life. That is, for example, "love", "family", "community", or "social inequality" etc. How do 

they emerge in front of us? Why do they occur? Sociology aims to answer such questions. In this class, students will learn 

sociological ideas, basic theories and research methods to understand the systems of society. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 社会とは何か、社会学とはどういう学問か  

2. 社会を分析・把握する社会学の基本的な考え方 

3. 社会を知る技法としての社会調査（１） 

4. 社会を知る技法としての社会調査（２） 

5. ジェンダーと社会（１） 

6. ジェンダーと社会（２） 

7. 近代家族とその変化（１） 

8. 近代家族とその変化（２） 

9. 都市と農村、地域社会（１） 

10. 都市と農村、地域社会（２） 

11. 社会階層と格差（１） 

12. 社会階層と格差（2） 

13. 近代社会とその行方（１） 

14. 近代社会とその行方（２） 

 

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

毎回，授業の際にプリントを配布するので、授業後にこれをよく読んでくること。また、プリントには各回の講義に関連した文献一

覧を掲載するので、授業後にそれらを一読し、理解を深めるようにすることが望ましい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(70%)/授業内で行う小テスト(30%) 

【変更前】筆記試験(Written Exam)70%, 平常点(In-class Points)30% (授業内の課題 30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 橋爪大三郎・大澤真幸ほか、2016、『社会学講義』、筑摩書房 
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2. 森岡清志編、2016、『社会学入門』、放送大学教育振興会 

3. 奥村隆編、1997、『社会学になにができるか』、八千代出版 

 

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） 
環境問題でとらえる現代のライフスタイル 

担当者名 

（Instructor） 
佐久間 淳子(SAKUMA 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） 
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） 

環境問題の基本的知識を得ることで、現代文化を謳歌するように思える個々のライフスタイルにはさまざまな課題が潜んでいるこ

とを、自ら見いだす力を付ける。また、その解決については現場に足を運び、関与する人々の声を聞くこと、意見交換が必要であ

り、合意形成が重要であることに気づけるようになる。 

 

By acquiring basic knowledge of environmental issues, he will acquire the ability to find out for himself that there are various 

issues lurking in the individual lifestyles that seem to be enjoying modern culture. They also come to realize that it is necessary 

to go to the field to solve the problem, listen to the voices of those involved, exchange opinions, and realize that consensus 

building is important. 

 

授業の内容（Course Contents） 

身近なごみ問題に始まり、実感を得にくい生物多様性なども射程に入れながら、今起きている「環境問題」が自分も含めた現代社

会のあり方によって起きていることを、最新情報と基礎情報、議論を通して理解していく。 

ゲストには、独自のフィールドを持つスピーカーを招き、現場との向き合い方を経験を元に語っていただく。 

また、今期は特に、東京オリンピックも取り上げ、歓迎ムードの陰の部分（環境負荷）も取り上げる。 

本講義では、積極的に議論に参加する意欲のある受講生を歓迎する。 

常に報道などに目を向け、毎回の議論に備えて欲しい。 

 

We will understand through the latest information, basic information, and discussions that the "environmental problems" that 

are occurring today are caused by the ideal way of modern society including yourself, while starting with the familiar garbage 

problem, without forgetting biodiversity that is difficult to get a real feeling. 

Guests with their own fields will talk about how to face the issue based on their experience. 

In addition, We will cover the Tokyo Olympics. We will also cover the negative part of the welcoming mood (environmental 

impact). 

In this lecture, students who are willing to participate in the discussion are welcomed. 

You must always watch to the press report to prepare for each discussion. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 環境問題と現代文化 

2. 身近な生物、身近ではない生物 

3. 日本の生物多様性 

4. 日本の生物多様性と外来種問題 

5. 小笠原諸島での取り組み（ゲストスピーカー） 

6. 世界の生物多様性 

7. 世界の生物多様性と気候変動 

8. アラスカから見える、ヒトと環境の変化（ゲストスピーカー） 

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. 持続可能な生産と消費：倫理的消費３ 

12. 東京オリンピックを、生物多様性、環境配慮から考える１ 

13. 東京オリンピックを、生物多様性、環境配慮から考える 2 

14. 東京オリンピック後のライフスタイルを、環境配慮から考える（討議） 

 

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通読すること。 

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。 
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成績評価方法・基準（Evaluation） 

討議への参加(30%)/リアクションペーパー(30%)/授業内レポート(40%) 

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。 

【変更前】筆記試験(Written Exam)41%, 平常点(In-class Points)59% (討議への参加 30%,リアクションペーパー20%,最終レポート

(Final Report)9%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 宮内泰介、2017、『歩く、見る、聞く 人びとの自然再生』、岩波書店 (ISBN:4004316472) 

毎回、プリントを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 羽山 伸一、2001、『野生動物問題』、地人書館 (ISBN:4805206896) 

2. 川道 美枝子,堂本 暁子,岩槻 邦男、2001、『移入・外来・侵入種』、岩波書店 (ISBN:4806712345) 

3. 岡田幹治、2013、『ミツバチ大量死は警告する』、集英社 (ISBN:408720717X) 

4. 小島 望,高橋 満彦,畠山武道、2016、『野生動物の餌付け問題』、地人書館 (ISBN:4805209003) 

5. フレッド・ピアス、2016、『外来種は本当に悪者か?  新しい野生』、草思社 (ISBN:4794222122) 

6. 宮内泰介他、2013、『なぜ環境保全はうまくいかないのか』、新泉社 (ISBN:4787713019) 

7. 宮内泰介他、2017、『どうすれば環境保全はうまくいくのか』、新泉社 (ISBN:4787717014) 

立教大学図書館：各新聞記事データベース、Japan Knowrage などを活用する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

侵入生物データベース（国立環境研究所） https://www.nies.go.jp/biodiversity/invasive/  

月刊グローバルネット バックナンバー https://www.gef.or.jp/category/globalnet/ 

 

注意事項（Notice） 

本科目は、担当教員の実務経験、または実務に従事するゲスト・スピーカーの招聘講義等を活かした授業である。 
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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。 

 

Upon entering the 21st century, fragmentation and diversification of media have been occurring as a result of digitization. This 

phenomenon is not only resulting in new media being born by the day, but it is also encroaching upon existing analog media 

through the stimulation of change. This course aims to give students an understanding of the characteristics possessed by, or 

beginning to be possessed by these ever-changing various forms of media. 

 

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。 

 

From existing forms of media to newer forms of media, we will discuss each of their characteristics and variations, presenting 

specific examples while also helping students understand them conceptually. 

 

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. メディアとしてのテレビ 

5. メディアとしての YouTube 

6. メディアとしての映画①ドキュメンタリー映画 

7. メディアとしての映画②フィクション映画 

8. 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） 

9. ソーシャル化するメディア①新聞 

10. ソーシャル化するメディア②音楽 

11. メディア・リテラシーからデータ・リテラシーへ 

12. 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） 

13. 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） 

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） 

レポート試験(Report Exam)(50%)/リアクションペーパー①(10%)/リアクションペーパー②(10%)/リアクションペーパー③(10%)/リアク

ションペーパー④(10%)/リアクションペーパー⑤(10%) 

【変更前】筆記試験(Written Exam)70%, 平常点(In-class Points)30% (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) 
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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） 

日本の政府、議会、政党、官僚組織、利益集団、市民の政治的活動について学ぶ 

(Introduction to the study of Japanese government, parliament, political parties, 

bureaucracy, interest groups and civil movements) 

担当者名 

（Instructor） 
松田 宏一郎(MATSUDA KOICHIRO) 

学期 

（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） 

政府の意思決定の仕組み、政党政治、選挙戦略、政治と経済との関係などを検討し、現代日本の政治を理解する上で重要な論

点について学ぶ。 

 

This course aims to 1) teach students the basic facts about Japanese government, party politics, and political economy and (2) 

explain the key issues in contemporary Japanese politics.   

 

授業の内容（Course Contents） 

現代日本の内閣・国会・官僚制・利益集団・市民活動の政治的役割について基本的な知識を確認し，その上で権力の正当性，民

主主義の有効性について討論をする。他国との比較も視野に入れる。学生には課題文献のリーディングと授業内での討論への

積極的参加を求める。 

 

This course will examine contemporary Japanese political processes, which involve the cabinet, parliament, bureaucracy, 

political parties, and interest groups. Based on this study, students will participate in the discussion about the legitimacy of 

political power and the effectiveness of democracy in the globalizing world. Students will be required to read assigned materials 

and to participate actively in the discussion in class. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 本講義の目的と概要 

2. 日本の政治に関する既存の代表的な研究と展望 

3. 政策決定と実行（１） 

4. 政策決定と実行（２） 

5. 国会と政党（１） 

6. 国会と政党（２） 

7. 国会と政党（３） 

8. 選挙と利益集団（１） 

9. 選挙と利益集団（２） 

10. 日本の官僚制（１） 

11. 日本の官僚制（２） 

12. 市民による政治（１） 

13. 市民による政治（２） 

14. まとめ 

 

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

予習として授業内で指示される参考文献を読むこと。授業中に討論への積極的参加を求める。問題意識をはっきりさせるため

に、毎回、コメントシートを授業前に準備しておくこと。コメントシートの書き方は授業中に指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(70%)/中間レポート(30%) 

【変更前】筆記試験(Written Exam)70%, 平常点(In-class Points)30% (授業における討論参加 30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 中北浩爾、2017、『自民党―「一強」の実像 (中公新書)』、中央公論新社 (ISBN:4121024281) 

特に教科書は指定しない。授業中に資料を配付する。参考文献に学期の早いうちに眼を通しておくと望ましい。 
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参考文献（Readings） 

教科書のほかに、トピックに応じた参考文献を読んでくることを課題として学生に求める。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 

 - 1127 - 

■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） 
契約・契約法と現代社会 

担当者名 

（Instructor） 
山口 敬介(YAMAGUCHI KEISUKE) 

学期 

（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） 

契約・契約法が現代社会において有する意義について、理解を深めること。 

 

The aim of this course is to help students acquire an understanding of the significance of contracts and Contract Law in 

modern society. 

 

授業の内容（Course Contents） 

2017 年、民法という法律の、契約に関する部分を大改正することが国会で決まりました。この改正法は、今年 2020 年から施行さ

れます。これは、「法の世界」ではとても注目を集めた出来事でした。では、皆さんは、このことをご存じだったでしょうか？確か

に、新聞などマスコミでの報道はありました。しかし、それほど大きく取り上げられたわけではないので、ご存知ない方も多いかも

しれません。ここに見られる「法の世界と社会のギャップ」の原因の一端は、契約・契約法の持つ意義が、社会で十分に認識され

ていないことにあるように思います。 

しかし、契約は我々の社会生活を成り立たせるために不可欠なツールです。電車に乗る、コンビニで買い物をする、バイトをす

る、旅行する、家を借りる、銀行に預金をする。これらの場面すべてで契約がなされており、契約法はこれら契約を我々の社会で

適正に営んでいくために不可欠な支えとなっています。 

この授業は、契約とはそもそも何か、契約法はなぜ必要か、必要だとして、どのようなルールが現代社会では必要だろうかといっ

たことについて、具体例を交えながら考えることを通じて、「法の世界」の一端について理解を深めることを目的とします。 

法学を専門としない人にもわかりやすい例を交えながら、法の基本を学ぶ機会にしたいと思います。 

※なお、下記の授業計画は大まかなものであり、授業開始時までの状況等に応じて、適宜変更することがありえます。 

 

Contracts are essential tools in modern society. They play an important role in everyday life and in business. In this course, we 

will discuss what exactly a contract is, why contract law is necessary, and what kinds of rules are necessary. This course 

provides participants with a chance to understand the basic concept of law. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 契約とは何か？－契約と約束 

2. 契約法とは何か？－契約法の基本原則 

3. 契約における意思・その 1 

4. 契約における意思・その 2 

5. 契約における内容の妥当性 

6. 契約における能力・その 1 

7. 契約における能力・その 2 

8. 前半の復習 

9. 居住と契約・その１ 

10. 居住と契約・その 2 

11. 好意と契約 

12. 家族と契約 

13. 金融と契約 

14. まとめ 

 

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

授業で使用したレジュメや自分でとったノートを使って復習してください。参考文献を指示することもあります。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

複数回の小テスト(40%)/中間レポート(30%)/最終テスト(30%) 

【変更前】筆記試験(Written Exam)100% 
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テキスト（Textbooks） 

特にありません。 

 

参考文献（Readings） 

発展的な勉強に資する文献を適宜紹介します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■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修得し，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。 

 

Keeping those who are not part of the College of Law and Politics in mind, in this course we will study the essence of law 

together. 

In addition to that, the aim is for students to learn how to think in a logical manner as well as how to write essays. 

 

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修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・労働環境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，基礎知識の正確な修得にも留意しつつ，授業中にみなさんから意見を求めたり， 

答案や課題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。 

 

In the study of law, the following two types of branches exist: 

1. Traditional branches organized with trials in mind 

2. Modernistic branches that view the law as a sort of standard for society, fleshed out through theory with the whole of society 

in mind 

  Accordingly, this course will proceed largely through splitting things amongst that line. 

 

In the first half of the course, we will deal with group 1, utilizing footage of actual trials to learn the fundamentals of 

traditionalistic law through practice. 

Particularly, so that students will be able to accurately complete the reports and exams they will encounter in university,this 

course will endeavor to teach them how to think logically as well as how to write reports through the use of various law-related 

teaching materials. 

The things learned here will prove to be very useful in the event that one is chosen to serve on a jury sometime in the future. 

 

The second half of the course will cover group 2, dealing with various legal issues related to business operations, employment, 
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work environments, etc. 

The material learned in this part will prove particularly useful for those who plan to work in the private sector. 

 

Students should see this as an opportunity to contemplate the various peculiarities about studying law, 

comparing and contrasting them with the specialized field that they are personally studying. 

 

The course will be developed in stages from the basics to application, so no prior knowledge is required. 

In addition, while prioritizing accurate acquisition of basic knowledge, students will be asked to give their personal input during 

the lecture; also, exam answers and assignments will be considered as a class.  

The course will proceed with this interactive format. 

 

It is worth noting that while the course text will be provided, students will need a separate mini copy of the six law codes. 

Each student will need to procure their own copy following the explanation given on the first day of class. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業の展望：法と法学について 

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①：事実に接する① 

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②：事実に接する② 

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③：他人の言葉を聴く① 

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④：他人の言葉を聴く② 

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⑤：主体的に判断する① 

7. 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 

8. 中間のまとめ：法的思考のかたちと裁判の 3 つの類型について 

9. 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 

10. 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 

11. 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） 

12. 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 

13. 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 

14. 全体のまとめ：中間課題から学べること，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） 

レポート試験(Report Exam)(70%)/中間課題(30%) 

 

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） 
青淵 正幸(AOBUCHI MASAYUKI) 

学期 

（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 

・担当者/教室については、4 月 11 日（土）18:00 以降に履修登録状況画面で確認するこ

と 

 

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。 

 

Through looking at specific cases relating to the specialized three fields of business management strategy, organization, and 

accounting/financial affairs, students will receive an introduction to business management. 

 

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。 

 

 In this course, students will learn about the three specialized fields of management strategy, organizational management, and 

accounting/ financial management. In doing so, they will learn about business operations from both the sides of theory and 

reality, receiving an introduction to the study of business management via the lecture. To achieve this, three instructors will 

each give 4 lectures on their respective areas of specialization. In each field’s lectures, to start, business activities will be 

characterized from the point of view of the given field. Following this, students will learn the basics of the theory relevant to 

each field before learning about specific cases grounded in this theory to get a better picture of reality through the course 

materials. In addition, a short test will be conducted at the end of each field’s lectures for the sake of review. 

 It is worth noting that there will be three separate sections of this course, with each section learning the same material but in 

a different order. The individual in charge of grades will also differ between course sections. Consequently, once these 

individuals are determined, students must take the class of the person for which they had registered. Students must be sure to 

attend the first lecture, as concrete details regarding how the course will proceed will be explained. 

 

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 
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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） 

レポート①(25%)/レポート②(25%)/レポート③(25%)/最終レポート(25%) 

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｡ 

【変更前】筆記試験(Written Exam)70%, 平常点(In-class Points)30% (小テストなど 30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

テキストは使用しない。 

 

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） 

 

 

  



 

 - 1133 - 

■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） 
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 

・担当者/教室については、4 月 11 日（土）18:00 以降に履修登録状況画面で確認するこ

と 

 

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。 

 

Through looking at specific cases relating to the specialized three fields of business management strategy, organization, and 

accounting/financial affairs, students will receive an introduction to business management. 

 

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。 

 

 In this course, students will learn about the three specialized fields of management strategy, organizational management, and 

accounting/ financial management. In doing so, they will learn about business operations from both the sides of theory and 

reality, receiving an introduction to the study of business management via the lecture. To achieve this, three instructors will 

each give 4 lectures on their respective areas of specialization. In each field’s lectures, to start, business activities will be 

characterized from the point of view of the given field. Following this, students will learn the basics of the theory relevant to 

each field before learning about specific cases grounded in this theory to get a better picture of reality through the course 

materials. In addition, a short test will be conducted at the end of each field’s lectures for the sake of review. 

 It is worth noting that there will be three separate sections of this course, with each section learning the same material but in 

a different order. The individual in charge of grades will also differ between course sections. Consequently, once these 

individuals are determined, students must take the class of the person for which they had registered. Students must be sure to 

attend the first lecture, as concrete details regarding how the course will proceed will be explained. 

 

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 
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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） 

レポート①(25%)/レポート②(25%)/レポート③(25%)/最終レポート(25%) 

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｡ 

【変更前】筆記試験(Written Exam)70%, 平常点(In-class Points)30% (小テストなど 30%) 

 

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(YAMANAKA NOBUHIKO) 

学期 

（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 

・担当者/教室については、4 月 11 日（土）18:00 以降に履修登録状況画面で確認するこ

と 

 

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。 

 

Through looking at specific cases relating to the specialized three fields of business management strategy, organization, and 

accounting/financial affairs, students will receive an introduction to business management. 

 

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。 

 

 In this course, students will learn about the three specialized fields of management strategy, organizational management, and 

accounting/ financial management. In doing so, they will learn about business operations from both the sides of theory and 

reality, receiving an introduction to the study of business management via the lecture. To achieve this, three instructors will 

each give 4 lectures on their respective areas of specialization. In each field’s lectures, to start, business activities will be 

characterized from the point of view of the given field. Following this, students will learn the basics of the theory relevant to 

each field before learning about specific cases grounded in this theory to get a better picture of reality through the course 

materials. In addition, a short test will be conducted at the end of each field’s lectures for the sake of review. 

 It is worth noting that there will be three separate sections of this course, with each section learning the same material but in 

a different order. The individual in charge of grades will also differ between course sections. Consequently, once these 

individuals are determined, students must take the class of the person for which they had registered. Students must be sure to 

attend the first lecture, as concrete details regarding how the course will proceed will be explained. 

 

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 
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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） 

レポート①(25%)/レポート②(25%)/レポート③(25%)/最終レポート(25%) 

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｡ 

【変更前】筆記試験(Written Exam)70%, 平常点(In-class Points)30% (小テストなど 30%) 

 

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） 

 

 

  



 

 - 1137 - 

■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） 
観光学の基礎を学ぶ 

担当者名 

（Instructor） 
韓 準祐（HAN JUNWOO） 

学期 

（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） 

履修者は現代社会における観光現象を理解し、学術的視座で分析することができる。 

 

Students are expected to explore the phenomenon of tourism in modern society and be able to analyze it critically.  

 

授業の内容（Course Contents） 

観光は、社会的、文化的、経済的な現象であり、現代社会を理解する切り口になりうる。履修者は観光学の基礎や主要な理論を

学ぶ。具体的には、観光の概念と歴史、経済、法制、観光資源と観光施設、観光行動、文化、観光メディア、地域社会等、幅広い

項目についての知識を習得する。 

 

Tourism is a social, cultural, and economic phenomenon and could offer a perspective to understand modern society. In this 

course, students are expecetd to study the basic understandings and theories of tourism studies. In particular, this course 

covers a wide range of themes such as the definition and history of tourism, economy, law, resources and facilities, behavior of 

tourists, culture, media of tourism, and local community. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 観光の概念 

3. 観光の歴史 

4. 観光を支える仕組み 

5. 観光行動 

6. 観光と経済 

7. 観光と文化１ 

8. 観光と文化２ 

9. 観光地の歴史と表象：軽井沢 

10. 観光メディア：函館 

11. 観光と地域社会 

12. 観光まちづくり：湯布院 

13. 観光まちづくり：針江 

14. 総括 

 

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

参考文献を読み進めながら、関心のあるテーマ・トピックを見つけて調べを進める。 

観光に関連する新聞記事やニュース、映像作品、文献等に能動的に接する。 

授業中に指示する予習・復習の資料をレビューする。 

 

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(30%)/授業内レポート(20%) 

【変更前】筆記試験(Written Exam)50%, 平常点(In-class Points)50% (学修態度及びリアクションペーパー30%,小レポート 20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

講義資料を配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 岡本伸之、2001、『観光学入門―ポスト・マス・ツーリズムの観光学』、有斐閣アルマ (ISBN:978-4641121300) 

2. 山下晋司、2011、『観光学キーワード』、有斐閣 (ISBN:978-4641058910) 

3. 安村克己・堀野正人・遠藤英樹・寺岡伸悟、2011、『よくわかる観光社会学』、ミネルヴァ書房 (ISBN:978-4623060375) 



 

 - 1138 - 

4. 古川彰・松田素二、2003、『観光と環境の社会学』、新曜社 (ISBN:978-4788508675) 

5. 前田勇、2019、『新現代観光総論』、学文社 (ISBN:978-4762029172) 

6. 安村克己・遠藤英樹・寺岡伸悟、2006、『観光社会文化論講義』、くんぷる (ISBN:978-4875512103) 

その他の参考文献は、授業内で適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業内で適宜紹介する。 

 

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します。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ます。 

 

This course is aimed at students who intend to study tourism. We will outline the roles and significance of tourism in modern 

society, as well as the various structures within society that support the tourism industry. Through discussing all sorts of 

examples, this course aims to teach students fundamental knowledge while giving them an analytical point of view. In addition, 

the course aims to help students discover intriguing tourism phenomena and research topics. 

 

授業の内容（Course Contents） 

◆観光学への入門編として、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か、また、 

  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を解説します。 

 

◆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 

  いるため、この研究領域に関心の高い学生に特に受講してほしいと思います。 

 

◆毎回実施する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・好み等を記入・提出してもらい、その集計結果を教員からフィードバックします。 

 

As an introduction into tourism studies, we will stand in the shoes of each of us who travel to go sightseeing in search of a fun 

time, 

looking at how tourism affects the society and the culture of the regions in which it takes place. 

We will discuss how the behavior of tourists is reflected within social conditions and the public psychology. 

As a part of this course, every lecture we will be dealing with topics related to the behavior and psychology of tourists, thus 

students who are interested in this area of research in particular are urged to attend. 

Every lecture, students will fill out a reaction paper with reflections on any travelling experiences they had in the past as well as 

their personal opinions and preferences relating to tourism. These papers will be turned in, and students will learn about the 

aggregate results from the instructor. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

（講座の内容や方針・ルールを説明し授業契約を結ぶ回のため，必ず出席すること．） 

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. 旅行体験がもたらす心理的・社会的効果 

7. ヘルスツーリズム（温泉観光を中心に） 

8. 観光地における風景・景観 

9. 観光を通じた地域振興 

10. 日本人の社寺参詣行動 

11. 旅行者の買物行動 

12. 将来における旅行者動向の変化 

13. 観光学の知識を活かした旅の工夫 

14. 総括 
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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調べを進めておくこと。 

 

◆筆記試験等に向けて、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） 

授業内課題(40%)/実習課題・中間レポート(20%)/実習課題・期末レポート(40%) 

平常点では、出席点は加算せず、コメントペーパーに記述された“内容”を評価します。 

【変更前】筆記試験(Written Exam)50%, 平常点(In-class Points)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)） 

 「授業中の私語やスマートフォンの操作、遅刻しての入室」等、授業の進行を妨げ規律を乱す行為は慎むこと。 もし著しく違反

した学生がいた場合は退室指示や減点処理、欠席扱い等の形で厳しく対処しているため、この方針に同意し遵守できる学生にの

み受講してほしい。 

 

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） 
観光者の視点を涵養する． 

担当者名 

（Instructor） 
板垣 武尊(ITAGAKI TAKERU) 

学期 

（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） 

現代社会における観光の役割や影響を理解した上で，学生生活や今後の人生において充実した旅行を実現するための「観光者

の視点」を涵養する．  

 

In this course, students will learn about the roles and effects of tourism in modern society. In addition, we aim to foster the 

“tourist’s perspective” in students, enabling them to experience more fulfilling travels both during their time as students and 

throughout their lives.  

 

授業の内容（Course Contents） 

観光は巨大な産業である一方で，観光者と地域社会が交わる場でもある．我々は観光者として，どこに行き，どのような経験を得

て，何を学ぶのか．また，観光者を受け入れる地域では，何が観光の対象となるのか．そして，観光によって地域はどのような影

響を受け，そこに住まう人びとの生活や文化はいかに変容するのか．本講義では，観光者と観光地の事例紹介を通じて，観光者

と地域の交流によって特徴付けられる現代の観光現象の諸相について考察する．  

 

Tourism is an enormous industry, but it is also a means through which tourists intermingle with regional communities. As 

tourists, where do we go, what experiences do we gain, and what do we learn? Furthermore, in areas that attract tourists, what 

is actually being toured? Additionally, what effects does tourism have upon a region, and how does it change the lives and 

culture of the people who live there? In this course, through examining several examples concerning tourists and tourist 

attractions, we will study various aspects of the modern phenomenon of tourism, which is characterized by the interactions 

between tourists and the regions they visit.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 都市の歩き方 

保護か開発か 

3. 農村の暮らし方 

観光の恩恵は誰が享受するべきか 

4. リゾート地の過ごし方① 

楽園・バリの創造 

5. リゾート地の過ごし方② 

軽井沢で西洋を旅する 

6. 観光地の価値を考える 

Tokyo/东京/東京を事例に 

7. 観光者の哲学 

なぜ人は旅に出るのか 

8. バックパッカーの旅① 

深夜特急発 TripAdvisor 行き 

9. バックパッカーの旅② 

ゲストハウスで世界とつながる 

10. 移動の楽しみを考える 

車窓，出会い，観光列車，旅情，駅や空港の物語 

11. 異文化を旅する① 

『首長族』とハニ族へのまなざし 

12. 異文化を旅する② 

アイヌ民族の観光実践 

13. 人類の悲劇と観光 

3.11，キリングフィールドへの旅 
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14. まとめ 

 

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

毎回の授業後に Blackboard を用いた 500〜1000 文字程度の小レポートを課す．また，毎回の授業内で講義内容に関連する紀

行文やエッセイを配布するので必ず目を通すこと．なお，本講義で学習した視点は，受講者が実際に旅行を経験することではじ

めて習得できる．したがって，比較的時間に余裕がある学生のうちに，長期休暇などを利用して旅に出ることを推奨する（特に海

外旅行）．そして旅行経験を通じて強化された視点は，本講義の復習やさらなる学びによって体得できる．旅先で見てきたこと，感

じたことをふまえた自分なりの問題意識を持って，これからの学びにのぞんでください． 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

小レポート 48 点 (4 点×12 回)(48%)/リアクションペーパー（1 点×12 回）(12%)/最終レポート(40%) 

【変更前】筆記試験(Written Exam)60%, 平常点(In-class Points)40% (最終レポート(Final Report)40%) 

【変更前】レポート試験(Report Exam)52%, 平常点(In-class Points)48% (リアクションペーパー12%,小レポート 36%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 李明伍・臺純子、2018、『国際社会観光論』、志學社 (ISBN:9784904180891) 

2. 沢木耕太郎、2008、『旅する力―深夜特急ノート』、新潮文庫 (ISBN:978-4-10-327513-8) 

3. 角田光代、2005、『いつも旅のなか』、アクセスパブリッシング (ISBN:4901976222) 

4. 伊集院静、2017、『悩むなら、旅に出よ。旅だから出逢えた言葉 (II)』、小学館 (ISBN:4093885443) 

5. 松浦弥太郎、2011、『場所はいつも旅先だった』、集英社文庫 (ISBN:4087466671) 

6. アラン・ド・ボトン (著) 安引宏 (訳)、2004、『旅する哲学 ―大人のための旅行術』、集英社 (ISBN:4087734072) 

7. 宮脇俊三、1986、『鉄道旅行のたのしみ』、集英社文庫 (ISBN:408749117X) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

講義内で国内外の観光地の事例を多く紹介するので，中学・高校などで使用していた地図帳や Google Map などが参照できるデ

バイス（ノート PC や iPadなど．ただしスマートフォンは画面が小さいので推奨しない）を持参すると望ましい．  

 

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。 

 

1. Students will be able to understand the necessity of social welfare, and the fundamental way of thinking regarding this. 

2. Students will be able to understand the state of the recent enlargement of social welfare 

3. Students will be able to understand the fundamental way of thinking regarding regional welfare. 

 

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社会的基本権のひとつである。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。 

 

Social welfare, as stated clearly in the 25th article of Japan’s Constitution, is one of society’s fundamental human rights. There 

is a detailed history concerning its formation, and the facts continue to change even now. In order to properly comprehend 

social welfare, it is necessary to be able to see from the perspectives of 1) the inherence of existence, 2) its historical 

formation, 3) social issues, 4) the people who live off of it, 5) the aims of its implementation, 6) individual assistance, 7) the 

independence of the citizenry, 8) intermediary coordination functions, and 9) independent living assistance. Using this as a 

groundwork, students will receive an introduction to social welfare. The course will focus on examining what social welfare is, 

why it is necessary, and how it is changing, referencing its historical background and various examples of its practical 

application in different regions. 

 

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. 社会福祉とは何か 

 

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） 
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レポート試験(Report Exam)(50%)/リアクションペーパー、ワークシート等の記入(50%) 

【変更前】筆記試験 50%,  平常点 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)） 

授業の内容に合わせて理解を深めるため、映像等の視聴覚映像を多く用いる。 インターネット環境等が必要である。 

 

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） 
環境を平和学する。暴力克服に資する脱開発主義の学び。 

担当者名 

（Instructor） 
平井 朗(HIRAI AKIRA) 

学期 

（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） 

 貧富の格差の拡大や環境破壊などが私たちの日常を取り巻く構造的暴力であることと、その暴力の原因を理解すること。さら

に、私たち自身もその構造に関与する当事者であるという視座を得ることを目標とする。 

 本講義では、可能な限り視聴覚資料をはじめとする生の情報を取り入れ、受講者同士での考えのシェア（バズセッションと呼

ぶ）、コメントペーパーなどを実施するので、積極的な参加を目標とする。 

 

Students will learn that the increase in the disparity between the rich and the poor, as well as environmental destruction, are 

forms of structural violence that surround our daily lives. Then, students will learn about the causes of this violence. 

Furthermore, this course aims at the students to get the viewpoint that we ourselves are the party concerned who play a role 

in this structure. 

In this course, we will include as many audiovisual teaching resources as possible. Students will share their thoughts among 

themselves (known as a buzz session), and comment papers will be used in an endeavor to encourage active participation. 

 

授業の内容（Course Contents） 

 「平和の反対語は？」と尋ねると多くの場合「戦争」という答えが返ってくる。しかし、たとえ戦争が無くても栄養失調などで 3 秒に

1 人の子どもが死ぬ世界、「豊かな」電力を支えた筈の原発のために 7 万人余が彷徨う現在の世界を平和であるといえるのだろ

うか。戦争に限らずあらゆる暴力を減らしていくことをめざす平和研究の視点から現代社会の諸相とその構造を学ぶ。 

 格差が拡大して人間同士の関係性が破壊され、多様な生命のつながり／生態系としての地球環境が破壊されるいま、具体的

な現場で暴力をとらえ、それを克服していくことが課題である。永続可能な社会をめざす方法をアジア太平洋地域の現実や NGO

などの実践から学び、私たち自身にとって、いま何をしてはならず、何をすべきかを考える。 

 

When one poses the question “What is the antonym of peace?” in many cases the response given is “war.” However, even if 

war did not exist, one child dies every three seconds due to malnutrition. While nuclear power plants meant to produce 

“abundant” electricity, over 70,000 people lose their home town and wander around. Can this world be considered peaceful?  

In this course, we will learn about various aspects of modern society, along with their structures, from the standpoint of peace 

studies, which aim to eliminate all forms of violence, not just war. 

In this world where the enlarging disparity between humans is causing the breakdown of human relationships, and the diverse 

webs of life forms/ecosystems that make up the Earth’s environment are being destroyed, this course aims to comprehend 

specific examples of violence with the goal of overcoming them. In this course, we will learn ways to aim for a sustainable 

society from the reality of the Asia-Pacific region as well as the practices of various NGOs. We will contemplate what we 

ourselves should not to do now, and what we should do. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンスと導入：平和を学ぶ意味を考える 

2. 平和とは何か：本講義での学びの方法、ヨハン・ガルトゥングによる平和の定義を学ぶ 

3. 構造的暴力の発見：平和の反義語としての暴力の分類。直接説的暴力とともに、社会の仕組みに組み込まれた構造的暴

力を学ぶ 

4. 環境・開発・暴力・自力更生：開発がサブシステンス（生存基盤）を奪った水俣病のような産業公害事件の事例から、開発と

環境、暴力の関係を学ぶ 

5. 開発主義からの脱却：格差拡大と環境破壊がともに開発主義の暴力の裏表であることを学び、快の増大から苦の縮減へ

の転換を考える 

6. 近代世界システムと平和：格差をつくり出す社会の仕組みとしての近代世界システムを学ぶ 

7. 脱「安全保障」と平和：（国家）安全保障と開発が分かち難い関係にあることを学ぶ 

8. レビューとディスカッション：これまでの講義のレビューとディスカッション。NGO などの現場で活動するゲストスピーカーを招

いてお話を伺う可能性がある 

9. 身近なグローバル化と開発：私たちの日常生活の中に見出せるグローバリゼーション、そこから生じる暴力を考える 

10. ジェンダーと環境：ジェンダー問題を南北格差、環境問題の視点から問い直し、私たち自身との関係性を考える 
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11. リプロダクティブ・ヘルス／ライツと平和：出産や人口家族計画などの事例から、先進工業諸国と第三世界における人権へ

の暴力を考える 

12. エクスポージャーのすすめ：平和学の方法としてのエクスポージャーを学び、自分自身と暴力、その被害者との関係を考え

る 

13. コミュニケーションとエクスポージャー：サブシステンスの要素としてのコミュニケーションが平和にどうつながっているのかを

学び、エクスポージャー実践のワークショップを行う 

14. 喫緊の平和の諸課題の確認： 

 

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

テキスト、および前回授業時に配布する資料等の指定部分を事前熟読する予習が必須である。各回の予習には 60～90 分かか

ると想定される。 

授業は、予習が完了されている前提で行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(80%)/各回の課題コメントの内容(20%) 

2/3 を超える出席をしていない場合は、成績評価の対象としない。 

【変更前】筆記試験(Written Exam)80%, 平常点(In-class Points)20% (コメントペーパーの内容 20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 平井 朗・横山正樹・小山英之編、2020、『平和学のいま―地球・自分・未来をつなぐ見取図』、法律文化社 (ISBN:ISBN978-4-

589-04096-1) 

2020 年 8 月 3 日付変更（変更理由：テキストの詳細確定のため） 

【変更前】著者名：平井 朗、書籍名：『概論 平和学のいま』、出版社：法律文化社、出版年：2020、ISBN: 不明 

 

参考文献（Readings） 

1. 郭洋春ほか編、2004、『脱「開発」へのサブシステンス論』、法律文化社 (ISBN:ISBN4-589-02758-5) 

2. 郭洋春ほか編、2005、『環境平和学』、法律文化社 (ISBN:ISBN4-589-02883-2) 

3. C.ダグラス・ラミス、2004、『経済成長がなければ私たちは豊かになれないのだろうか』、平凡社 (ISBN:ISBN978-4-582-76513-

7) 

4. 岡本三夫ほか編、2009、『新・平和学の現在』、法律文化社 (ISBN978-03181-5) 

 

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。 

 

In this course, students will become aware of the history surrounding the formation of modern society, as well as the events 

preceding its formation. 

On top of this, students will gain a multidimensional point of view regarding the values of modern society. 

 

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。 

※なお、講義内容は講義の進み具合により変更することもある。 

 

We will establish various topics relating to modern society generally considered to be relatively new. Students will endeavor to 

comprehend various readings related to these topics. 

In this regard, through looking from a historical point of view, grasping society on a structural level, and understanding political 

force and the setting of institutions opposing it, students will be able to look at these topics from a dynamic and 

multidimensional point of view. 

Note: The contents of the course are subject to change depending on the state of the class’ progress. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. グローバル／ポストグローバルの政治 １ 戦後の経験 

3. グローバル／ポストグローバルの政治 ２ 社会運動の視角 

4. アジアから「社会」を考える 

5. 人種主義、植民地主義について 

6. 「平等」ということ――社会哲学から考える  

7. 「市民社会」とその外部――市民／「民主主義／イデオロギー 

8. 「ユージェニクス」という問題 

9. エコロジカルな視点から「再生産」を捉える 

10. 戦争と社会 １ ホモサケル 

11. 戦争と社会 ２ 犠牲について 

12. ユートピア主義について １――社会の設計、社会の構想 

13. ユートピア主義について ２――美／感性／快から社会を考える  

14. 日本の戦後文化について 

 

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を心がけてほしい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/授業参加度（リアクションペーパーなどによる）(30%)/小テスト(10%) 

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。 

【変更前】筆記試験(Written Exam)60%, 平常点(In-class Points)40% (出席兼小レポート 40%) 

 

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) 
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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） 

 

 

  



 

 - 1149 - 

■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） 
青木 昇(AOKI NOBORU) 

学期 

（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。 

 

Through learning specific topics in science and mathematics, students will learn about the history of science as well as its place 

in modern society. Students will also learn methods of thinking in a scientific manner, as well as basic fundamental principles 

and methodologies related to the natural sciences. Furthermore, students will gain a general vision of the natural sciences, 

which continue to develop at a high level. This discipline is part of the Introduction to Academic Studies subject group, which is 

part of one’s Introduction Phase. 

 

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。数学ではフィボナッチ数列にまつわる話題、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。 

 

Through learning specific topics in science and mathematics, students will learn about the history of science as well as its place 

in modern society. Students will also learn methods of thinking in a scientific manner, as well as basic fundamental principles 

and methodologies related to the natural sciences. Furthermore, students will gain a general vision of the natural sciences, 

which continue to develop at a high level. This discipline is part of the Introduction to Academic Studies subject group, which is 

part of one’s Introduction Phase. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 数学編：フィボナッチ数列 

3. 数学編：石取りゲームの数理 

4. 数学編：石取りゲームとフィボナッチ数列 

5. 数学編：補足と小テスト 

6. 化学編： キラル化学 ～化学物質と生命の多様性～   

7. 化学編：発光の化学 ～生物や化学物質の発光メカニズム～ 

8. 化学編：分離化学 ～精密分離技術の発展とその影響～ 

9. 化学編：小テスト 

10. 物理編：原子・分子の世界 ～生命から宇宙まで～ 

11. 物理編:宇宙の観測 ～宇宙からのメッセンジャー～ 

12. 物理編：自然科学の発想と手法 ～物理学の場合～ （１） 

13. 物理編：自然科学の発想と手法 ～物理学の場合～ （２）、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） 

授業中に指示する課題(45%)/レポート（2 回）、小テスト（1 回）(55%) 

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
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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。 

【変更前】筆記試験(Written Exam)50%, 平常点(In-class Points)50% (小テスト・リアクションペーパー50%) 

 

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） 
田中 秀和(TANAKA HIDEKAZU) 

学期 

（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。 

 

Through learning specific topics in science and mathematics, students will learn about the history of science as well as its place 

in modern society. Students will also learn methods of thinking in a scientific manner, as well as basic fundamental principles 

and methodologies related to the natural sciences. Furthermore, students will gain a general vision of the natural sciences, 

which continue to develop at a high level. This discipline is part of the Introduction to Academic Studies subject group, which is 

part of one’s Introduction Phase. 

 

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。数学ではフィボナッチ数列にまつわる話題、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。 

 

Through the study of basic topics relating to mathematics, physics, and chemistry, students will learn the fundamental principles 

and methodologies that have spurred large advancements in the natural sciences from the past until the present. With regards 

to mathematics, the course will deal with topics relating to the Fibonacci sequence. In physics, we will touch upon space, earth, 

and matter. As for chemistry, we will discuss the chirality of chemical substances, photochemistry, and nanotechnology. For 

each individual field, the aim is for students to marvel at the wonders contained, to enjoy the interesting properties studied, and 

to excite their intellectual curiosity for the natural sciences. Through learning these specific topics, students will understand 

various fundamental principles in the natural sciences while gaining a general vision of these fields, which continue to develop at 

a high level. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 物理編：原子・分子の世界 〜生命から宇宙まで〜 

3. 物理編：宇宙の観測 〜宇宙からのメッセンジャー〜 

4. 物理編：自然科学の発想と手法 〜物理学の場合〜 （１） 

5. 物理編：自然科学の発想と手法 〜物理学の場合〜 （２），小テスト 

6. 数学編：フィボナッチ数列 

7. 数学編：石取りゲームの数理 

8. 数学編：石取りゲームとフィボナッチ数列 

9. 数学編：補足と小テスト 

10. 化学編：キラル化学 ～化学物質と生命の多様性～ 

11. 化学編：発光の化学 ～生物や化学物質の発光メカニズム～ 

12. 化学編：分離化学 ～精密分離技術の発展とその影響～ 

13. 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） 
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授業中に指示する課題(45%)/レポート（２回）・小テスト（１回）(55%) 

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。 

【変更前】筆記試験(Written Exam)50%, 平常点(In-class Points)50% (小テスト・リアクションペーパー50%) 

 

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

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) 

学期 

（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よく理解するための、基礎を作る。 

 

This course is designed so that students will understand the basic ideas and methods in life science and grasp an overall vision 

of the ever-advancing science. They will also build the foundation on which to comprehend various issues involving modern life 

science. 

 

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。生命科学を広く

浅く知るのではなく、いくつかのテーマを深く理解するための内容を講義する。理解を確認するために、各授業の終わりに、リアク

ションぺーパーの提出、または、小テストを行うことを基本とする。 

 

This course will be given by instructors from the Department of Life Science, the College of Science, on the omnibus format. 

Each instructor will give a lecture related to their own area of research. This course does not aim to give students a broad and 

shallow knowledge of the field, but rather to give them an opportunity to understand a few specific topics. At the end of every 

class, students shall write a reaction paper or be given a short test for the assessment of their understanding. 

 

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. 抗生物質耐性菌（関根） 

6. 細胞の不思議（後藤） 

7. 母からもらったミトコンドリア（岡） 

8. １つの細胞から形をつくる（木下） 

9. 植物の葉はなぜ平らなのか？（堀口） 

10. 植物の起源（榊原） 

11. 家畜化・栽培化の生物学（榊原） 

12. アレルギー（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） 

各回実施する小テストまたはリアクションペーパー(100%) 

【変更前】筆記試験(Written Exam)50％，平常点(In-class Points)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)） 
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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。 

 

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） 

ウエルネスライフ 論 

(Introduction to Wellness Lifestyle) 

 

【変更前】現代人とサプリメント 

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） 

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。本授業は，ウエルネスの概念を掘り下げて理解し，人間の幸せと個の価値観を尊重する考え方を身につけ

ていこいうとするものである。 

  

【変更前】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

ための基本的かつ実践的な知識を身につける。 

 

Wellness is a holistic view of human health to review daily life in order to live a fulfilling life and to improve lifestyle habits that 

need to be improved. Understand the concept of wellness; acquire what human happiness means and a way of thinking that 

respects individual values.  

【変更前】We will examine diet supplements that are becoming increasingly familiar to modern people from various perspectives, 

and students will acquire basic and practical knowledge to live healthy lives. 

 

授業の内容（Course Contents） 

健康的な生活習慣を構成する運動・栄養・休養，喫煙・アルコール，ストレスについて理解したうえで，現代の健康上の課題であ

るメタボリックシンドロームとロコモティブシンドローム，新型コロナウィルスに代表される感染症，依存性，そして環境問題につい

て議論し，いかに生き，いかに死ぬかという人生観を論じていく。 

 

【変更前】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。 

 

Gain a basic knowledge of exercise, nutrition, recovery, tobacco, alcohol and stress which constitute a healthy lifestyle, and 

metabolic syndrome, locomotive syndrome, infectious diseases represented by the Covid-19, addiction and environmental issues 

which are modern health problems. Discussing the view of life, how to live and how to die. 

 

【変更前】In this course, students will understand the basics of nutrition and diet before learning about supplements and health 

foods. Students will also learn about the laws and regulations related to health foods, safety, efficacy, additives, labeling; what 

ingredients are available for each purpose; and how to deal with a flood of information to find out the truth. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス，健康ならば幸せか 

 

【変更前】サプリメントとは何か 

2. 人生を考える 

 

【変更前】サプリメントの歴史と分類 

3. 動く 

 

【変更前】栄養学の基礎 

4. 食べる 

 

【変更前】食事摂取基準と食事バランスガイド 

5. 眠る 
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【変更前】サプリメントの評価（安全性・有効性） 

6. 増える 

 

【変更前】サプリメントに関する法律 

7. 子どもを幸せにしたい 

 

【変更前】サプリメントのマーケティング 

8. ウィルスと生きる 

 

【変更前】ダイエットとサプリメント 

9. 習慣性 

 

【変更前】生活習慣病とサプリメント 

10. 依存性 

 

【変更前】アンチエイジング（抗老化）とサプリメント 

11. 時間を生きる 

 

【変更前】スポーツとサプリメント 

12. 空間を生きる ①人間関係，自然環境 

 

【変更前】フードファディズムと企業の倫理 

13. 空間を生きる ②クォークから宇宙まで 

 

【変更前】プラセボ効果，大学生とサプリメント 

14. 再び人生を考える 

 

【変更前】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。 

 

【変更前】毎回のタイトルから予習をして臨むこと。授業が終わったらキーワードをピックアップ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)(50%)/毎回の課題(50%) 

【変更前】筆記試験 100％ 

 

テキスト（Textbooks） 

授業までに Google Drive にアップロードしておく。 

 

【変更前】毎回テキストを配布する予定。 

 

参考文献（Readings） 

必要に応じて別途指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

http://katsumi-sugiura.com/ 

 

注意事項（Notice） 

本科目は、担当教員の実務経験、または実務に従事するゲスト・スピーカーの招聘講義等を活かした授業である。 
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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） 
身体動作を力学的に解釈するためのバイオメカニクス 

担当者名 

（Instructor） 
石井 秀幸(ISHII 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） 

スポーツや日常生活における身体動作の仕組みをバイオメカニクス（生体力学）的に理解するための基礎知識を身に付ける。 

 

In this course, students will acquire basic knowledge of the mechanisms of physical movement in sports and daily life through 

biomechanics. 

 

授業の内容（Course Contents） 

身体動作をバイオメカニクス的に解釈するために必要な力学の基礎、および各スポーツ動作おけるバイオメカニクスについて講

義する。授業では書き込み式の資料を配布し、計算を含んだ問題にも取り組む。また、テーマに合わせた映像を視聴して理解を

深める。 

 

The course will cover the basics of the mechanics for the biomechanical interpretation of body movements and biomechanics in 

all types of sports actions. Writing materials are distributed in class and problems (including calculations) are tackled. In addition, 

students watch videos suited to particular topics to deepen their understanding. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. バイオメカニクスとは 

2. 解剖学、力学概要 

3. 力 

4. 並進運動学 

5. 並進運動力学 

6. 回転力 

7. 回転運動学 

8. 回転運動力学 

9. 「歩く」のバイオメカニクス 

10. 「走る」のバイオメカニクス 

11. 「跳ぶ」のバイオメカニクス 

12. 「投げる」のバイオメカニクス 

13. 「打つ」のバイオメカニクス 

14. 「蹴る」のバイオメカニクス 

 

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

必要に応じ、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)(60%)/出席および授業への参加態度(40%) 

【変更前】筆記試験(Written Exam)100% 

 

テキスト（Textbooks） 

特定の教科書は使用しない。授業時に資料を配付する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 金子公宥・福永哲夫編、2004年 8,100 円、『バイオメカニクス―身体運動の科学的基礎』、杏林書院 (ISBN:978-4764410695) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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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） 
身体動作を力学的に解釈するためのバイオメカニクス 

担当者名 

（Instructor） 
石井 秀幸（ISHII 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） 

スポーツや日常生活における身体動作の仕組みをバイオメカニクス（生体力学）的に理解するための基礎知識を身に付ける。 

 

In this course, students will acquire basic knowledge of the mechanisms of physical movement in sports and daily life through 

biomechanics. 

 

授業の内容（Course Contents） 

身体動作をバイオメカニクス的に解釈するために必要な力学の基礎、および各スポーツ動作おけるバイオメカニクスについて講

義する。授業では書き込み式の資料を配布し、計算を含んだ問題にも取り組む。また、テーマに合わせた映像を視聴して理解を

深める。 

 

This course will cover the basics of the mechanics for the biomechanical interpretation of body movements and biomechanics in 

all types of sports actions. Writing materials are distributed in class and problems (including calculations) are tackled. In addition, 

students watch videos suited to particular topics to deepen their understanding. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. バイオメカニクスとは 

2. 解剖学、力学概要 

3. 力 

4. 並進運動学 

5. 並進運動力学 

6. 回転力 

7. 回転運動学 

8. 回転運動力学 

9. 「歩く」のバイオメカニクス 

10. 「走る」のバイオメカニクス 

11. 「跳ぶ」のバイオメカニクス 

12. 「投げる」のバイオメカニクス 

13. 「打つ」のバイオメカニクス 

14. 「蹴る」のバイオメカニクス 

 

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

必要に応じ、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)(60%)/出席および授業への参加態度(40%) 

【変更前】筆記試験(Written Exam)100% 

 

テキスト（Textbooks） 

特定の教科書は使用しない。授業時に資料を配付する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 金子公宥・福永哲夫編、2004年 8,100 円、『バイオメカニクス―身体運動の科学的基礎』、杏林書院 (ISBN:978-4764410695) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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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） 
心理学実験を通してみる人間の認知 

担当者名 

（Instructor） 
村越 琢磨（MURAKOSHI TAKUMA） 

学期 

（Semester） 
未定 

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） 

この授業では心理学の実験手法を学び、人間の認知の仕組みを理解することを目指します。授業で得られた知識を通して、我々

の社会をみつめなおすことを目標とします。 

 

The course aims to learn the method of psychological experiments and to understand the structure of human cognition. The 

goal is to review our society based on knowledge acquired through class. 

 

授業の内容（Course Contents） 

 この授業では認知心理学の研究を通して社会について考えます。特に実験的手法を用いた研究を中心に紹介し、これまでの認

知心理学で得られた知見から社会をながめてみることで、我々の社会のありかたについて共に考えていきます。実験的研究を紹

介していくことから、心理学の基本的な実験手法や解析手法を学びます。授業で得た知識を自身の生活に活かすために、授業

内で扱ったトピックについて自分なりに考え、コメントペーパーにまとめ提出する予定です。  

 

We will think about the society through study of cognitive psychology. In particular, research using experimental methods will be 

introduced to think together about how our society should be by looking at the society based on the knowledge acquired 

through cognitive psychology. Basic method of psychological experiment and analysis will be learned through introduction of 

experimental research. To apply acquired knowledge to student’s lives, a comment paper on individual thoughts on the topics 

discussed in class will be submitted. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス：認知心理学とは 

2. 認知心理学の研究法 

3. 認知過程の基礎 

4. 注意研究の方法 

5. 注意のメカニズム 

6. 記憶 

7. こころの理論 

8. 対人認知 

9. 社会性 

10. 意思決定 

11. 情動 

12. 意識 

13. これからの認知心理学の課題と役割 

14. まとめ 

 

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

（予習）授業前に該当トピック調べて理解しておくこと(2.0 時間) 

（復習）授業内容を確認し、理解の不足している用語等を確認すること(2.0 時間)  

 

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（12 回）(50%) 

【変更前】筆記試験(Written Exam)80%, 平常点(In-class Points)20% (リアクションペーパー20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特定のテキストは使用しません。授業内で資料を配布します。 

 

参考文献（Readings） 
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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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■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） 
映画を観ることは簡単なことではない 

担当者名 

（Instructor） 
篠崎 誠(SHINOZAKI 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） 
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） 

ジャンルを超えて、複数の映画を観ることで、映画独自の時間と空間の在り方、表現を学ぶ 

 

By watching multiple movies of different genres, you will learn the time, space, and expression of movies. 

 

授業の内容（Course Contents） 

この授業は、いわゆる心理学的な知見から映画を分析する授業ではない。また、ただ映画を観さえすれば、単位が取得できる安

易な授業ではない。教員が一方的に講義するのではなく、観た映画について、毎回学生にも質問し、学生にも講評・発表してもら

う。また授業で取り上げる映画の中には、暴力的な描写や性的な描写が含まれる場合があるので、そうした映画が苦手な学生に

は受講を勧めない。授業スケジュールはあくまでも予定。 

 

This class does not analyze movies from so-called  psychological approaches. 

It's not an easy class where you can get grades just by watching movies. 

Instead of giving a lecture unilaterally, the lecturer ask you many guestions about the films you watched  and iisten to the 

students' opinions each time. 

NOTICE::Some of the filmｓ may dipict violent and sexual scene.. So  If you don't like theses kinds of descriptions  at all,  you 

had better not join this class. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 参考作品の上映① 

3. 参考作品①についての考察（１） 

4. 参考作品①についての考察（２） 

5. 参考作品②の上映 

6. 参考作品②についての考察 

7. 参考作品③の上映 

8. 参考作品③についての考察 

9. 参考作品④の上映 

10. 参考作品④についての考察 

11. 参考作品⑤の上映 

12. 参考作品⑤の講評 

13. 課題作についての講評 

14. まとめ 

 

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

授業内でタイトルを挙げた関連映画を必ず見ておくこと。 

予め、授業内で映画館で上映中の映画を何本か指定するので、それを映画館で見て、観た映画について書いたレポートを授業

中に提出してもらいます。レポートには、映画館で見たという証明のために、必ず映画の半券を添付すること。半券のないものは

受け取りません。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/授業内課題レポート(40%) 

【変更前】筆記試験 60％，平常点 40％（課題レポートおよびリアクション・ペイパー40% 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 
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授業時間外に見ておくべき映画を複数本、提示する 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

なし 

 

注意事項（Notice） 

本科目は、担当教員の実務経験、または実務に従事するゲスト・スピーカーの招聘講義等を活かした授業である。 
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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） 
メディアの中の人間・身体・こころ 

担当者名 

（Instructor） 
香山 リカ(KAYAMA RIKA) 

学期 

（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） 

メディアと人間のかかわりを振り返る中で、そこにおける身体とこころを自分なりの視点から考えられるようになる。 

 

While looking back on the relationship between people and media, you’ll be able to start to consider mind and body from your 

own perspective. 

 

授業の内容（Course Contents） 

人間の身体やこころは、それ独自に存在するのではなく、必ず他の人間どの関係で、あるいは社会の中で存在してきた。20 世紀

以降、とくにメディアが発達する中で、ひとの身体とこころはどう変容し、どう進化してきたのだろうか。それぞれのメディアを取り上

げながら、そこにおける身体とこころについて考察を試みる。 

 

The human body and mind do not exist in isolation, but have always existed in relation to other people, and to society. How has 

the human body and mind been transformed and evolved from the 20th century, especially as the media has developed? While 

examining various media, we will attempt to explore mind and body as it is found there. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. はじめに―授業の進め方やトピックの選び方 

2. 動物と人間の違いはなにか 

3. 古代における身体とこころ 

4. 文字は人間をどう変えたのか 

5. グラフィックは人間をどう変えたのか 

6. オールドメディアと身体とこころ① 

7. オールドメディアと身体とこころ② 

8. 新しいメディアとは何か 

9. 携帯電話と身体とこころ 

10. インターネットと身体とこころ 

11. ＳＮＳと身体とこころ 

12. バーチャルリアリティーと身体とこころ 

13. ポストトゥルース社会の身体とこころ 

14. 未来社会の身体とこころ 

 

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

予習は特に必要としないが、講義内容をしっかりとノートに取り、復習すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

課題（複数回）(70%)/授業内レポート(30%) 

【変更前】筆記試験 60%，平常点（リアクションペーパーなど）40％ 

 

テキスト（Textbooks） 

必要であればコピーを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

適宜指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業の進行などよって、授業内容は若干変更する可能性がある。 
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注意事項（Notice） 

本科目は、担当教員の実務経験、または実務に従事するゲスト・スピーカーの招聘講義等を活かした授業である。 
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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） 
「尹東柱とその時代」 

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） 

歴史を複眼的に考察することを通して、現在とこれからの日本と近隣アジア地域ならびに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します。  

 

The aim is to develop a broad perspective to understand the relationship between the present and future Japan and neighboring 

Asia and the world through a historical perspective. 

 

授業の内容（Course Contents） 

尹東柱(ユン・ドンジュ)は 1942年に立教大学への留学経験もある韓国を代表する詩人です。授業では尹東柱をめぐる人物史と

彼の作品を軸に、20 世紀における日本と朝鮮半島の歴史全般について再考察しながら、近代以降の世界における国家・民族と

個人との関係、東アジアの近現代史における歴史を動かす要因とその今日的意味について読み解いてゆきます。  

 

Yoon Dong-ju is a leading Korean poet who has studied at Rikkyo University in 1942. In the class, focusing on the personal 

history of Yoon Dong-ju and his work, we will reconsider the overall history of Japan and the Korean Peninsula in the 20th 

century, and examine the relationship between the nation, ethnic groups and individuals in the world since the modern age, I will 

explain the factors that drive history in modern history and its meaning today. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. はじめに 

2. 間島 生い立ち 

3. 間島の地から読み解く東アジアの近代 

4. 平壌 崇実中学編入と初期創作活動 

5. 帰郷 ふたたびの間島 光明学園 

6. 京城 延禧専門学校 植民地首府という空間 

7. 「平沼東柱」の渡日 留学生の東京 

8. 東京 立教大学 

9. 「空と風と星と詩」 

10. 京都 同志社大学 

11. 治安維持法 逮捕 下鴨警察署 

12. 終焉の地 福岡 

13. 死をめぐる謎と尹東柱が残したもの 

14. おわりに 

 

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

各回授業終了時に、次回テーマとそこでの論点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） 

レポート試験(Report Exam)(70%)/リアクションペーパー(30%) 

【変更前】筆記試験(Written Exam)70%, 平常点(In-class Points)30% (リアクションペーパー30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 金時鐘編訳、2012、『尹東柱詩集 空と風と星と詩』、岩波文庫 

2. 茨木のり子、1989、『ハングルへの旅』、朝日文庫 
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3. 尹一柱編 伊吹郷訳、1984、『空と風と星と詩―尹東柱全詩集』、影書房 

 

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 尹東柱とその記憶」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） 
「尹東柱とその記憶」 

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） 

歴史を複眼的に考察することを通して、現在とこれからの日本と近隣アジア地域ならびに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します。  

 

The aim is to develop a broad perspective to understand the relationship between the present and future Japan and neighboring 

Asia and the world through a historical perspective. 

 

授業の内容（Course Contents） 

尹東柱(ユン・ドンジュ)は 1942年に立教大学への留学経験もある韓国を代表する詩人です。授業では尹東柱をめぐる人物史と

彼の作品を軸に、20 世紀における日本と朝鮮半島の歴史全般について再考察しながら、近代以降の世界における国家・民族と

個人との関係、東アジアの近現代史における歴史を動かす要因とその今日的意味について読み解いてゆきます。  

 

Yoon Dong-ju is a leading Korean poet who has studied at Rikkyo University in 1942. In the class, focusing on the personal 

history of Yoon Dong-ju and his work, we will reconsider the overall history of Japan and the Korean Peninsula in the 20th 

century, and examine the relationship between the nation, ethnic groups and individuals in the world since the modern age, I will 

explain the factors that drive history in modern history and its meaning today. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. はじめに 

2. 解放 ソウル 尹東柱作品との再会 

3. 東アジア冷戦と国家テロリズム 

4. 祖国分断 戦火の日々 

5. 日韓条約締結とその時代 

6. 国民的詩人の誕生 

7. 軍政 独裁 開発 

8. 旧友文益煥のたたかい 

9. 民主化と抵抗の民衆史 

10. 韓中国交と中国内での再評価 

11. 日韓現代史の中での尹東柱 

12. 統一 見果てぬ夢 

13. 尹東柱の記憶と東アジアの 20世紀 

14. おわりに 

 

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

各回授業終了時に、次回テーマとそこでの論点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） 

レポート試験(Report Exam)(70%)/リアクションペーパー(30%) 

【変更前】筆記試験(Written Exam)70%, 平常点(In-class Points)30% (リアクションペーパー30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 金時鐘編訳、2012、『尹東柱詩集 空と風と星と詩』、岩波文庫 

2. 茨木のり子、1989、『ハングルへの旅』、朝日文庫 
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3. 尹一柱編 伊吹郷訳、1984、『空と風と星と詩―尹東柱全詩集』、影書房 

 

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 尹東柱とその時代」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） 
現代中国を知るために 

担当者名 

（Instructor） 
朴 美善(PIAO MEISHAN) 

学期 

（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） 

中国の政治，経済，社会，外交の４つの分野のテーマを取り上げ、中国の社会経済システムの基礎的知識を習得するとともに、

現在中国が抱える諸問題について理解を深めることを目標とする。 

 

Picking up themes from Chinese politics, economy, society, and diplomacy, the course aims to acquire basic knowledge about 

Chinese socio-economic system, and gain deeper understanding on various issues that China is facing now. 

 

授業の内容（Course Contents） 

本講義では、多民族国家である中国の多様性、政治制度の特徴、経済発展のメカニズムなどについて詳しく解説するとともに、

貧富格差、環境破壊、人権抑圧、貿易摩擦など中国が直面している様々な課題を取り上げ、中国の実像と世界との関わりについ

て理解できるようにする。 

 

The course will provide detailed explanation on the diversity of China as a multi-ethnic state, features of its political system, 

and mechanism of economic development. It will also cover various issues that China is facing now. The issues include income 

disparities, environmental destruction, human rights suppression, and trade frictions to enable understanding on the reality of 

China and its relationship with the world. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス―授業の概要、講義の進め方、成績評価方法 

2. 中国の多様性：多様な民族、多様な地域、多様な経済発展水準 

3. 進化する日中経済交流 

4. 中国における日系企業の事業展開 

5. 中国の経済発展戦略―中国の「新常態」と「一帯一路」 

6. グローバル化と中米貿易戦争 

7. 中国における電子商取引の普及と発展：アリババ社が創り出すキャッシュレス社会  

8. 中国における格差問題の特徴と課題 

9. 経済とエネルギー問題：激増するエネルギー需要と環境保全 

10. 巨大都市の形成と都市社会問題―「鬼城」から見る中国の不動産バブル 

11. 中国の「一国二制度」の行方―「香港デモ」と「台湾問題」 

12. 中国における民族政策と民族問題―「ウィグル問題」と「チベット問題」 

13. 中国における国家主導の災害復興政策 

14. 総括  

 

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

必要に応じて指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

リアクションペーパー（計 10 回）(50%)/最終レポート(30%)/出席および授業態度(20%) 

【変更前】筆記試験(Written Exam)60%, 平常点(In-class Points)40% (平時の授業中に行うリアクションペーパー40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

テキストは、特に指定しない。毎回配布する資料に沿って講義を進める。 

 

参考文献（Readings） 

1. 王柯、2005、『多民族国家中国』、岩波新書 

2. 藤野彰編、2018、『現代中国を知るための 52 章（第 6 版）』、明石書店 

3. 梶谷懐・藤井大輔編、2018、『現代中国経済論(第 2 版)』、ミネルヴァ書房 
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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） 
平和研究の観点から様々な暴力の形態を理解する 

担当者名 

（Instructor） 
浪岡 新太郎 (NAMIOKA SHINTARO) 

学期 

（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） 

平和研究の基本的な歴史、そして現代平和研究の主要な課題となっている多文化主義をめぐる基本的な概念を理解する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

平和研究の観点から、これまでどのような争点が「平和」の課題とされてきたのか、そして、この課題はどのようにして変遷してき

たのか、さらに、「平和」の名の下に注目されない排除について学ぶ。具体的には、「移民の受け入れは受け入れ国が決めて良

いのか」、「死刑は認められるのか」、「旧植民地国への責任はどのようなもので、いつまで継続するのか」などについて考える。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 平和研究の基礎１ 暴力について 

3. 平和研究の基礎２ 構造的暴力 

4. 平和研究の基礎３ 冷戦期の平和研究 核抑止 

5. 平和研究の基礎４ 冷戦期の平和研究 核抑止 

6. 平和研究の基礎５ 冷戦期の平和研究 南北問題 

7. 平和研究の基礎６ 冷戦期の平和研究 南北問題 

8. 平和研究の基礎７ 冷戦後の平和研究 国家の破綻 

9. 平和研究の基礎８ 冷戦後の平和研究 介入の必要性？ 

10. 平和研究の基礎９ 冷戦後の平和研究 植民地支配の責任 

11. 平和研究の基礎 10 冷戦後の平和研究 働くことの不可能性？ 

12. 平和研究の応用１ 人権規範の拡大とそれに伴う排除 

13. 平和研究の応用２ 民主主義の拡大とそれに伴う排除 

14. まとめ 

 

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

毎回の授業内容を復習して、自分の意見を作ってから参加すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(70%)/コメント(30%) 

【変更前】筆記試験(Written Exam)70%, 平常点(In-class Points)30% (出席・発言 30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

レジュメを用意する。 

 

参考文献（Readings） 

学生の関心に応じて適宜指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

講義形式の授業ではあるが、積極的に学生に質問し、学生との議論の中で講義を作り上げていく。したがって、積極的に参加す

る意欲を持った学生に向いている。 

 

注意事項（Notice） 

本科目は、担当教員の実務経験、または実務に従事するゲスト・スピーカーの招聘講義等を活かした授業である。 
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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） 
国際政治の中の沖縄 

担当者名 

（Instructor） 
小松 寛(KOMATSU 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） 
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） 

・国際政治、とりわけ日米関係における「沖縄問題」についてその変遷を理解する 

・グローバルに展開される政治に対して、地域社会としての沖縄の対応について考察する 

 

・Students will learn about international politics, especially the Okinawa problem relating to Japan-America relations 

・We will consider the response of Okinawa as a local community to politics unfolding on a global scale. 

 

授業の内容（Course Contents） 

本講義では戦後の国際政治における沖縄問題の変遷を追う。冷戦の始まりとともに沖縄は軍事安全保障上の重要拠点として位

置づけられ、米国の施政権下におかれた。その処遇については日米間で交渉が重ねられ、1972年に沖縄は日本に返還された。

しかし在沖米軍基地は米国の世界戦略の要衝として残され、沖縄問題は今日まで続いている。冷戦構造およびポスト冷戦の国

際政治の中でなされた日米の安全保障政策が、沖縄にどのような影響を与え、そして沖縄側の反応がどのようなものであったの

か。それを理解することで、グローバルな政治変動と地域社会の相互作用を考察する。 

 

In this course, we will follow changes in the Okinawa problem in global politics from the postwar period. At the start of the Cold 

War, Okinawa was designated as a base critical to the military security and was placed under the jurisdiction of the American 

military. Many series of negotiations were held between Japan and America regarding this matter, resulting in Okinawa being 

returned to Japan in 1972. However, the American military base in Okinawa remains as an essential strategic position to 

America’s global military strategy, and the problem persists into the present day. In this course, we will examine the effects that 

America and Japan’s military security policy, issued within the context of Cold War era international politics, has on Okinawa. 

We will also examine the response to this from the Okinawan side of things. Through understanding this, we will investigate the 

interactions between local communities and changes in global politics. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 冷戦の始まりと米軍による沖縄統治 

2. 日米安全保障条約体制の形成と沖縄  

3. 屋良朝苗の復帰思想の原点 

4. 日本と沖縄の基地闘争 

5. 日米安保条約の改定と沖縄 

6. 日本復帰運動と沖縄における国民教育 

7. 高度経済成長と佐藤政権の発足 

8. 琉球政府屋良朝苗政権の発足 

9. 日米・日沖間の返還交渉 

10. 沖縄返還協定と反戦復帰・独立・反復帰 

11. 尖閣諸島領有権問題の発端と東アジア国際関係 

12. 日本復帰体制の確立 

13. 冷戦の終焉と沖縄の基地問題 

14. 日米関係と沖縄問題の変容 

 

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

授業時間外の学習内容については別途、授業内で指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/レビューシート（毎講義ごとに提出）(20%)/中間レポート(20%) 

【変更前】筆記試験(Written Exam)60%, 平常点(In-class Points)40% (レビューシート（毎講義ごとに提出）20%,中間レポート 20%) 

 

テキスト（Textbooks） 
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なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 小松寛、2015、『日本復帰と反復帰：戦後沖縄ナショナリズムの展開』、早稲田大学出版部 (ISBN:4657157078) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業ではパワーポイントを使用し、適宜映像資料も活用する。また、配布資料を用意する。 

 

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） 
グローバルに考える日本軍「慰安婦」問題 

担当者名 

（Instructor） 
古橋 綾(FURUHASHI AYA) 

学期 

（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 日本軍「慰安婦」問題についてこれまで蓄積されてきた知と、問題を取り巻く人びとの歩みを理解する 

２ 日本軍「慰安婦」問題を自分の言葉で語れるようになる 

３ 日本軍「慰安婦」問題をグローバルな視点から見つめ、日本を含めた国際社会の平和構築のために必要なことを考える 

 

In this course, students will understand the accumulated knowledge on the issue of Japanese “comfort women” and the history 

of the people involved. Students will also learn to discuss the issue in their own words and to consider the peace-building 

efforts of the international community, including Japan, by looking at the issue from a global perspective.  

 

授業の内容（Course Contents） 

日本軍「慰安婦」問題と聞いて、どのようなイメージを持つでしょうか。全く聞いたことがない人もいるでしょうし、なんとなく知っては

いても問題となっていることがどんなことなのかよく分からない人もいるかもしれません。この授業ではグローバルな視点から日

本軍「慰安婦」問題を見つめ、「未来志向」でこの問題を考えていきます。 

この授業は、日本軍「慰安婦」問題について、これまで蓄積されてきた知と問題を取り巻く人びとの歩みを理解したうえで、自分の

言葉で語れるようになることを目的としています。日本軍「慰安婦」問題についての基本的な歴史的知識、被害者・加害者双方の

話、問題の「解決」について国内外で展開されてきた議論、日本社会の対応などを深く読み解き、より広い視野から問題を捉える

ための手がかりとします。 

授業は講師による講義と、学生たちによるディスカッションを基本として行います。事前知識の有無は問いませんが、授業への積

極的な参加が求められます。 

 

What image do you have when you hear about Japanese “comfort women”? This course will examine the Japanese comfort 

women issue from a global perspective and consider the issue with a “future-oriented” mindset. This course aims to equip 

students to discuss the issue in their own words based on an understanding of the accumulated knowledge and the history of 

people surrounding the issue. To capture the issue from a broader perspective, we will seek deep insight into the basic 

historical knowledge of the issue; narratives of victims and perpetrators; discussions on the “solution” to the issue, both in 

Japan and abroad; and the responses of Japanese society. Classes are based on lectures by instructors and discussions by 

students. Students may or may not have prior knowledge but are  required to participate actively in courses. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション・日本軍「慰安婦」問題の概要① 

2. 日本軍「慰安婦」問題の概要② 

3. 日本軍「慰安婦」問題の概要③ 

4. 当事者のお話に触れる① 

5. 当事者のお話に触れる② 

6. 当事者のお話に触れる③ 

7. 日本軍「慰安婦」問題を裁くということ① 

8. 日本軍「慰安婦」問題を裁くということ② 

9. 日本軍「慰安婦」問題を裁くということ③ 

10. 日本社会は「慰安婦」問題とどう向き合ってきたのか① 

11. 日本社会は「慰安婦」問題とどう向き合ってきたのか② 

12. 日本社会は「慰安婦」問題とどう向き合ってきたのか③ 

13. グループプレゼンテーション① 

14. グループプレゼンテーション② 

 

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

・初回に配付する参考文献リストのうち、関心があるものを読んでみること 

・授業を通じて理解できたこととできなかったことを自分なりに整理し、次の授業にのぞむ 
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成績評価方法・基準（Evaluation） 

毎週の課題(50%)/中間レポート(20%)/期末レポート(30%) 

【変更前】筆記試験(Written Exam)50%, 平常点(In-class Points)50% (授業への参加度 30%,中間レポート 20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業の中で適宜指示をする 

 

参考文献（Readings） 

1. 吉見義明、1995、『従軍慰安婦』、岩波書店 (ISBN:4004303842) 

2. 吉見義明、2010、『日本軍「慰安婦」制度とは何か』、岩波書店 (ISBN:4002707849) 

3. 金富子, 板垣竜太, 日本軍「慰安婦」問題 webサイト制作委員会、2018、『Q&A 朝鮮人「慰安婦」と植民地支配責任』、御茶の

水書房 (ISBN:4275020944) 

4. 川田文子、1994、『赤瓦の家―朝鮮から来た従軍慰安婦』、筑摩書房 (ISBN:4480027998) 

5. 熊谷伸一郎、2005、『金子さんの戦争―中国戦線の現実』、リトルモア (ISBN:4898151566) 

6. 坪川宏子, 大森典子、2011、『司法が認定した日本軍「慰安婦」―被害・加害事実は消せない!』、かもがわ出版 

(ISBN:4780305144) 

7. 山口智美, 能川元一, テッサ・モーリス‐スズキ, 小山エミ、2016、『海を渡る「慰安婦」問題――右派の「歴史戦」を問う』、岩

波書店 (ISBN:4000222325) 

 

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。 

 

In this course, students will learn that collegiate studies are meant to set the basis to help them understand the reality of 

society, as well as to help them find issues within it. In order to help them solve these issues, students will immerse themselves 

in various issues related to society, acquiring new viewpoints and the proper attitude along the way. 

 

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。 

 

This subject is one of Rikkyo Service Learning (RSL) subjects. RSL aims for students to understand the community; through 

acquiring the skills to deal with the community, students come to understand what it means to be a citizen in the community. 

With that in mind, during the first half of this course, students will learn the history of Rikkyo University, the community that will 

be their home for the four years. In addition, students will learn about the university’s required curriculum as well as 

extracurriculars offered by the university. The lecture will also discuss tips regarding how to grow as a person. 

In the second half of the course, students will learn about the significance of learning while they ponder how to build their own 

theme. To that end, students will participate in discussions with their classmates and listen to talks from guest speakers that 

place particular focus on what it takes to immerse oneself in and live within society. Particular importance will be placed on 

students thinking for themselves and putting their thoughts into words, thus students are expected to actively attend the 

lectures. 

 

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  

4. 正課教育（授業）のめざすものと立教生の学び 

5. 大学時代の学びと今のわたし 

～仕事と学び、そしてわたし～ 

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？ 
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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） 

毎授業時のリアクションペーパー(60%)/授業内で課されたレポート課題（3 回）(40%) 

【変更前】筆記試験(Written Exam)60%, 平常点(In-class Points)40% (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。 

・次年度以降の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） 
自然科学と人･社会･コミュニティ 

担当者名 

（Instructor） 
箕浦 真生(MINOURA MAO) 

学期 

（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。 

 

In this course, students will learn that collegiate studies are meant to set the basis to help them understand the reality of 

society, as well as to help them find issues within it. In order to help them solve these issues, students will immerse themselves 

in various issues related to society, acquiring new viewpoints and the proper attitude along the way. 

 

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 1-5 回は、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 6-14 回は、人･社会･コミュニティをとりまく私達の身の回りの「自然」「科学」「地域社会」「環境」などをキーワードとする社

会活動の実際と学びについて講じる。 

 

This subject is one of Rikkyo Service Learning (RSL) subjects. RSL aims for students to understand the community; through 

acquiring the skills to deal with the community, students come to understand what it means to be a citizen in the community. 

With that in mind, during the first five lectures, students will learn the history of Rikkyo University, the community that will be 

their home for the four years. In addition, students will learn about the university’s required curriculum as well as 

extracurriculars offered by the university. The lecture will also discuss tips regarding how to grow as a person. 

In lectures 6-14 of this course, the instructor will lecture about the reality of social activities concerning the keywords 

“nature,” “science,” and “regional communities.” 

 

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～ 

身の周りの自然・科学・地域・社会についての定義と学ぶこと 

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  

4. 正課教育（授業）のめざすものと立教生の学び 

5. 大学時代の学びと今のわたし 

～仕事と学び、そしてわたし～ 

6. 社会での学び：「地域学習推進とは」 

国が推進する地域学習についての学び 

7. 社会での学び：「地域社会と科学」 

科学の理解をするために必要な活動についての学び 

8. 社会での学び：「企業の社会的責任 CSR とは」 

大企業の事業活動の実際についての学び 

9. 社会での学び：「学びと学習支援について」 

特別支援学校の実際についての学び 

10. 中間のまとめ 

11. 自然科学の学び：「宇宙とは」 

宇宙から地球に来た隕石から学べること 

12. 自然科学の学び：「農薬をつくるとは」 

農薬は必要なのか、について科学的に考えるための学び 
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13. 自然科学の学び：「知的な財産とは」 

身の周りの特許と科学的知的財産を知るための学び 

14. 自然科学の学び：「自然科学と社会」 

身の周りの社会において科学的に考えるための学び 

 

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

自然・人･社会･コミュニティの実際や課題を科学的に考える力を身に付けられるよう、各回の内容に則した簡単なレポート課題に

取り組む。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

各回のリアぺ・課題(100%) 

【変更前】筆記試験(Written Exam)60%, 平常点(In-class Points)40% (毎時間のリアクションペーパー20%,各回の内容に則した簡単

なレポート課題 20%) 

 

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） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

・各回の講義はオムニバス型式であり、「自然科学と人･社会･コミュニテｨ 」を軸として、毎回内容が異なる。 

・6-14 回の講義内容順序が変更となる場合がある ＜＜初回講義に出席のこと＞＞。 

・ゲストスピーカーを招請予定。 

・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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■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） 
キリスト教の「間」係学 －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。  

 

In this course, students will learn that collegiate studies are meant to set the basis to help them understand the reality of 

society, as well as to help them find issues within it. In order to help them solve these issues, students will immerse themselves 

in various issues related to society, acquiring new viewpoints and the proper attitude along the way. 

 

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。 

 

This subject is one of Rikkyo Service Learning (RSL) subjects. RSL aims for students to understand the community; through 

acquiring the skills to deal with the community, students come to understand what it means to be a citizen in the community. 

With that in mind, during the first half of this course, students will learn the history of Rikkyo University, the community that will 

be their home for the four years. In addition, students will learn about the university’s required curriculum as well as 

extracurriculars offered by the university. The lecture will also discuss tips regarding how to grow as a person. In the latter half 

of the course, we will use a Christian (Holy Catholic Church) approach (outlook) based in Rikkyo University’s educational and 

spiritual foundation to ethically look at various real issues in modern society. There will be many opportunities for discussion. 

While hearing the opinions of those around them, students will endeavor to put their own feelings into thoughts and words. The 

general content for this course is aimed at searching for what it means to live amongst others as an individual member of 

society. 

 

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（学内ゲスト） 

4. 大学での学び方・立教生の学び（学内ゲスト） 

5. 大学時代の学びと職業人としてのわたし（学内ゲスト） 

6. ディスカッション 

「わたしの立教自慢」～今までの講義をとおして、「立教」という大学で学ぶことの意義と missionを、自らの Passion として言

葉化し、他者と共有してみる 

7. キリスト教の「間」係学 －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. キリスト教の「間」係学 －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. キリスト教の「間」係学 －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. キリスト教の「間」係学 －人･社会･コミュニテｨ－ （４） 

学外ゲストスピーカー（現場実践者）による講義 

11. キリスト教の「間」係学 －人･社会･コミュニテｨ－ （５） 



 

 - 1183 - 

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. キリスト教の「間」係学 －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. キリスト教の「間」係学 －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。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

リアクションペーパー提出(40%)/リアクションペーパー内容(60%) 

【変更前】筆記試験(Written Exam)65%, 平常点(In-class Points)35% (毎時間のリアクションペーパーの提出、授業への参加度

35%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

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） 

本科目は、担当教員の実務経験、または実務に従事するゲスト・スピーカーの招聘講義等を活かした授業である。 
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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。 

 

In this course, students will learn to understand the concepts of human rights and gender through their historical origins. Upon 

taking this course, students will be able to think about various issues facing modern society from the standpoint of human rights 

and gender. 

 

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。  

 

Although "human rights" is considered to be a universal concept, it is well-known that "women’s rights" were excluded at the 

concept’s origin, which was largely brought about by white men. At the beginning of the course, students will grasp the historical 

process of “human rights,” learning how the concept of human rights has responded and evolved as a result of opposition 

throughout each era. Following this, we will look at various specific issues in modern society, investigating together how one 

should comprehend and think about them from the standpoint of human rights and gender.  

 

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. 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  

8. 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 

9. 身体と人権・ジェンダー（３）買売春と性暴力 

10. 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 

11. 国家と人権・ジェンダー（２）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（３）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） 

リアクションペーパー兼授業内容の設問 70%(70%)/学期中に課すミニ課題(30%) 

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｡ 

【変更前】筆記試験(Written Exam)60%, 平常点(In-class Points)40% (リアクションペーパー兼出席票 40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 
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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) 

2. 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) 

3. 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) 

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。 

 

Through “knowing” sports, students will “realize” what things are necessary for their lives/careers. Through various specific 

examples, students will “learn” from the standpoint of sports medicine, sharpening management skills that they will be able to 

“capitalize” on in the future. 

 

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。 

 

In this course, various examples related to sports will be presented using audiovisual teaching materials (DVD, slides) and data. 

We will discuss the examples presented, searching for ways to capitalize upon the life/career management skills learned, both 

inside and outside of college life. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 授業の進め方  

Active Leraning Interactive Learning 

2. 大学生 学びの基礎 レポートの書き方・ノートテイク 

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 「イチロー引退会見」    

好きなことをやり続ける 

5. 事例②ー１ 「夢とは・自己実現とは」 

夢・自己実現 

6. 事例②ー２ 「自分の夢・自己を実現する」 

夢・自己実現 

7. 事例③ー１ 「日大アメフト タックル事件」 

スポーツと倫理・高潔性 

8. 事例③ー２ 「授業中のルールとマナー」 

共生・協働 

9. 事例④ー１ 「ラグビー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 「自身を理解し、人生に挑む」  

自己理解 

11. 事例⑤ー１ 「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」  

自己マスタリー（熟達） 

13. 目標・自己実現・夢をもつこと 

14. レポート・試験対策 

 

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

予習・復習（レポート作成）の課題は、授業時に指示する。 
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成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(50%)/課題提出(50%) 

2/3 以上の出席を、成績評価の対象とする。 

【変更前】筆記試験(Written Exam)50%, 平常点(In-class Points)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%) 

 

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)） 

正解のない問いに挑む 

 

注意事項（Notice） 
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■FH172 

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。 

 

Through “knowing” sports, students will “realize” what things are necessary for their lives/careers. Through various specific 

examples, students will “learn” from the standpoint of sports medicine, sharpening management skills that they will be able to 

“capitalize” on in the future. 

 

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。 

 

In this course, various examples related to sports will be presented using audiovisual teaching materials (DVD, slides) and data. 

We will discuss the examples presented, searching for ways to capitalize upon the life/career management skills learned, both 

inside and outside of college life. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 授業の進め方  

Active Leraning Interactive Learning 

2. 大学生 学びの基礎 レポートの書き方・ノートテイク 

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 「イチロー引退会見」    

好きなことをやり続ける 

5. 事例②ー１ 「夢とは・自己実現とは」 

夢・自己実現 

6. 事例②ー２ 「自分の夢・自己を実現する」 

夢・自己実現 

7. 事例③ー１ 「日大アメフト タックル事件」 

スポーツと倫理・高潔性 

8. 事例③ー２ 「授業中のルールとマナー」 

共生・協働 

9. 事例④ー１ 「ラグビー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 「自身を理解し、人生に挑む」  

自己理解 

11. 事例⑤ー１ 「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」  

自己マスタリー（熟達） 

13. 目標・自己実現・夢をもつこと 

14. レポート・試験対策 

 

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

予習・復習（レポート作成）の課題は、授業時に指示する。 
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成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(50%)/課題提出(50%) 

2/3 以上の出席を、成績評価の対象とする。。<BR>【変更前】筆記試験(Written Exam)50%, 平常点(In-class Points)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%) 

 

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)） 

正解のない問いに挑む 

 

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） 
セルフコンディショニングについて考える 

担当者名 

（Instructor） 
吉田 真咲(YOSHIDA MISAKI) 

学期 

（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） 

身体の構造と機能を正確に知り，運動，栄養，休養などの生活習慣からの心身への働きかけを通じて，心身を良好な状態にする

自己管理法を学び，実践することをめざす． 

 

By accurately understanding the structure and function of the body and effect of lifestyle such as exercise, nutrition, and rest 

on body and mind, the course aims to learn and implement methods for self-management to maintain good physical and mental 

health. 

 

授業の内容（Course Contents） 

自分の身体の構造と機能について解説し，現時点だけではなく，「からだ」が一生を通じてどのように変化し，さまざまな「働きか

け」を行うと，「からだ」どのように変わるのかを科学的に解説する． 

 

Explain the structure and function of the body, and provide scientific explanation on not just the present status but how the 

body changes throughout life, and how it changes with various intervention. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

コンディショニングの基礎 

2. からだの仕組みと機能を知る 

3. 現代のライフスタイルと健康問題 

4. 肥満について考える 

5. 身体活動からコンディショニングを考える 

6. 栄養からコンディショニングを考える 

7. 休養からコンディショニングを考える 

8. スポーツとコンディショニング 

9. 女性のからだを考える 

10. 30 年後のからだを考える 

11. 子どものからだを考える 

12. ストレスに負けない心身をつくるには 

13. 飲酒，喫煙，薬物とからだ 

14. まとめ 

より充実した学生生活のために 

 

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

授業内容について予習・復習すること． 

また，情報を得るだけではなく，日常生活において実践すること 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業内小レポート 6 点×10 回(60%)/最終レポート(40%) 

なお，2/3 以上の出席を単位認定必要条件とする． 

【変更前】筆記試験(Written Exam)70%, 平常点(In-class Points)30% (リアクションペーパー30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業時に資料を配布する． 

 

参考文献（Readings） 

1. 安部孝・琉子友男、2017、『これからの健康とスポーツの科学 第 4 版』、講談社 (ISBN:978-4-06-280662-6) 
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授業内で適宜指示する． 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

本科目は、担当教員の実務経験、または実務に従事するゲスト・スピーカーの招聘講義等を活かした授業である。 
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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） 
日本近現代史のなかの立教大学 

担当者名 

（Instructor） 
太田 久元(OTA HISAMOTO) 

学期 

（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」をともに考えていきたい。 

 

Just what path has Rikkyo taken since its founding in 1874 to arrive at the present? In this course, students will learn the place 

that Rikkyo’s history and development has within contemporary Japanese history. While learning the peculiarities of Rikkyo’s 

history, we wish to ponder the question: “what is Rikkyo University?” 

 

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」の開始までを対象とし、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。立教大学の歴史的展開を明らかにしていくなかで、立教各校（小・中・高）の動向や他大学の事例

についても適宜紹介していく。そのほかゲストスピーカーの招聘を予定している。なお、進捗状況により、授業計画が若干変更す

ることがある。 

 

In this course, we will cover from Rikkyo’s founding in 1874 until the beginning of “integrated education given at collaborated 

continuous schools” in 2000. We will investigate the place that Rikkyo University’s history has within contemporary Japanese 

history. While shedding light on Rikkyo University’s historical development, we will introduce trends within each Rikkyo school 

(elementary, middle, and high school) alongside relevant examples from other universities. In addition, we plan to invite a guest 

speaker. Note that there may be small changes to the syllabus depending on the progress made. 

 

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 C.W.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. 新座キャンパス開校とその後の展開 

14. 学期のまとめ 

 

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

予習の必要はないが、授業後は配布したプリントをよく見直し、しっかり復習すること。その際、関連の参考文献を読むことで、授

業内容への理解を深めること。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） 

授業内レポート(20%)/授業内レポート(20%)/授業内レポート(20%)/授業内レポート(20%)/授業内レポート(20%) 

出席は毎回とる。4 回以上欠席した場合は、成績評価の対象としない。欠席する場合は、必ず担当教員まで連絡すること。私語

は厳禁。 

【変更前】筆記試験(Written Exam)70%, 平常点(In-class Points)30% (リアクションペーパーの内容 30%) 
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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、『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、『BRICKS AND IVY 立教学院百二十五年史図録』、学校法人立教学院 

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を参照すること。 

http://www.rikkyo.ac.jp/research/institute/rikkyo_archives/ 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 

 - 1194 - 

■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） 
近現代世界の中の「立教」 

担当者名 

（Instructor） 
田村 俊行(TAMURA TOSHIYUKI) 

学期 

（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） 

われわれの生きる社会が歴史的生成物であるように、大学もまた時代状況に左右されながらそのあり方を変えてきた。本講義で

は、「立教」のあゆみを振り返ることで、立教大学の歴史を批判的かつ歴史学的に考察する力をつけることを目標とする。 

 

As all societies are historical products, universities are influenced by their times’ specific policies and political climate in history. 

By the end of this module, students should be able to think critically and historically about the history of Rikkyo University. 

 

授業の内容（Course Contents） 

アメリカ聖公会宣教師ウィリアムズによる開校以来、「立教」は 140 年あまりの歴史を有している。本講義では同時代の日本およ

び世界の状況を踏まえながら、そのあゆみを紹介する。とりわけ、キリスト教主義にもとづく教育とその放棄、ナショナリズムと立

教の日本化、第二次世界大戦の影響、戦後の教育の民主化、学生運動を取りあげる。 

 

It has been more than 140 years since Channing Moore Williams established the Rikkyo School at Tsukiji in Tokyo. We will 

consider the history of Rikkyo University, along with some historical events, especially the abandonment of religious education, 

nationalism, and the Japanization of Rikkyo University, the Second World War, the democratization of education, and student 

activism. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

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. キリスト教教育と文部省訓令 12号 

6. 立教大学の設立認可 

7. 関東大震災からの復興と立教学院の拡張 

8. 軍国主義の中の立教大学 

9. 日米開戦とキリスト教主義の危機 

10. 国家総動員体制下の立教大学 

11. キリスト教主義の再建 

12. 教育の民主化と新制立教大学 

13. 学生運動と立教大学 

14. まとめ 

 

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

授業前に前回のレジュメを見直し、復習すること。 

授業後には、疑問点・関心のある事柄について参考文献などで調べ、関連する知識を深めること。 

なお、授業時間内にコメントペーパーを記入する時間をもうける。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業内小レポート課題（15％×5 回）(75%)/リアクションペーパー(25%) 

毎回の出席を求める。出席回数が授業実施回数の 3 分の 2 に満たない場合は、単位取得不可とする。なお、授業時の私語など

には厳しく対応する。 

【変更前】筆記試験(Written Exam)60%, 平常点(In-class Points)40% (コメントペーパー40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

テキストは指定しない。授業時にレジュメ、資料などを配布する。 
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参考文献（Readings） 

1. 立教大学立教学院史資料センター編、2007、『立教大学の歴史』、立教大学 

上記参考文献は、立教大学学術リポジトリ（立教 Roots）のインデックス「立教学院史資料センター」からダウンロードすることがで

きる。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

立教大学の歴史・沿革：https://www.rikkyo.ac.jp/about/history/ 

立教学院の歴史や史資料など：https://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） 
近現代世界の中の「立教」 

担当者名 

（Instructor） 
田村 俊行(TAMURA TOSHIYUKI) 

学期 

（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） 

われわれの生きる社会が歴史的生成物であるように、大学もまた時代状況に左右されながらそのあり方を変えてきた。本講義で

は、「立教」のあゆみを振り返ることで、立教大学の歴史を批判的かつ歴史学的に考察する力をつけることを目標とする。 

 

As all societies are historical products, universities are influenced by their times’ specific policies and political climate in history. 

By the end of this module, students should be able to think critically and historically about the history of Rikkyo University. 

 

授業の内容（Course Contents） 

アメリカ聖公会宣教師ウィリアムズによる開校以来、「立教」は 140 年あまりの歴史を有している。本講義では同時代の日本およ

び世界の状況を踏まえながら、そのあゆみを紹介する。とりわけ、キリスト教主義にもとづく教育とその放棄、ナショナリズムと立

教の日本化、第二次世界大戦の影響、戦後の教育の民主化、学生運動を取りあげる。 

 

It has been more than 140 years since Channing Moore Williams established the Rikkyo School at Tsukiji in Tokyo. We will 

consider the history of Rikkyo University, along with some historical events, especially the abandonment of religious education, 

nationalism, and the Japanization of Rikkyo University, the Second World War, the democratization of education, and student 

activism. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

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. キリスト教教育と文部省訓令 12号 

6. 立教大学の設立認可 

7. 関東大震災からの復興と立教学院の拡張 

8. 軍国主義の中の立教大学 

9. 日米開戦とキリスト教主義の危機 

10. 国家総動員体制下の立教大学 

11. キリスト教主義の再建 

12. 教育の民主化と新制立教大学 

13. 学生運動と立教大学 

14. まとめ 

 

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

授業前に前回のレジュメを見直し、復習すること。 

授業後には、疑問点・関心のある事柄について参考文献などで調べ、関連する知識を深めること。 

なお、授業時間内にコメントペーパーを記入する時間をもうける。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

リアクションペーパー(40%)/小テスト(40%)/小レポート(20%) 

毎回の出席を求める。出席回数が授業実施回数の 3 分の 2 に満たない場合は、単位取得不可とする。なお、授業時の私語など

には厳しく対応する。 

【変更前】筆記試験(Written Exam)60%, 平常点(In-class Points)40% (コメントペーパー40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

テキストは指定しない。授業時にレジュメ、資料などを配布する。 
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参考文献（Readings） 

1. 立教大学立教学院史資料センター編、2007、『立教大学の歴史』、立教大学 

上記参考文献は、立教大学学術リポジトリ（立教 Roots）のインデックス「立教学院史資料センター」からダウンロードすることがで

きる。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

立教大学の歴史・沿革：https://www.rikkyo.ac.jp/about/history/ 

立教学院の歴史や史資料など：https://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） 
大学で学ぶとはいかなることか：マックス・ウェーバー『職業としての学問』を読む 

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） 
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） 

大学で学ぶとはいかなることかを知り、その心構えを身につける。具体的には、「本の読み方を知ること」である。『職業としての学

問』は、邦訳でわずか 65 頁にすぎないが、ひとつひとつのトピックを丁寧に拾っていく。 

 

By studying at the university level, one can acquire all sorts of knowledge whilst learning various new mindsets. To be specific, 

one could learn how to read books. The Japanese version of “Science as a Vocation” is only a mere 65 pages. Despite that, this 

course will thoroughly pick up topics from it one by one. 

 

授業の内容（Course Contents） 

本講義は、大学の歴史そのものではなく、大学という場で営まれる学問とはいかなるものかを、いまからちょうど１世紀前の 1919

年におこなわれたマックス・ウェーバーの講演、『職業としての学問』を講読することによって、考えていく。それと同時に、この講

演で陰に陽に言及されている、古代から現代にいたる様々な人物たちや考えかたを取り上げることによって、西洋文化の全体を

俯瞰する。 

 

In this course, we will not deal with the history of universities themselves, but rather we will examine just what the studies 

conducted at universities are. Based upon a lecture given by Max Weber exactly one century ago in the year 1919, we will 

ponder this topic as we read “Science as a Vocation.” At the same time, through discussing the various people and ways of 

thinking from ancient to modern times explicitly and implicitly alluded to within the lecture, the course will provide a bird’s-eye 

view of western culture. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 「職業」としての学問 

2. 09‐15 頁：「労働者の生産手段からの分離」 

3. 15‐21 頁：「善意志」 

4. 21‐26 頁：「プラトンのいう『マニア』」 

5. 26‐33 頁:：「魔術からの世界解放」 

6. 33‐35 頁：「プラトンの『ポリテイア』」 

7. 35‐38 頁：「トルストイ」 

8. 38‐40 頁：「ルネサンスの産物としての実験」 

9. 40‐42 頁：「世界の意味」 

10. 42 頁：「ニーチェの否定的批判」 

11. 「存在」と「当為」 

12. 42‐60 頁：学問の職分（１） 

13. 61‐67 頁：学問の職分（２） 

14. 67‐74 頁：学問の職分（３） 

 

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

講読箇所の精読をおこなうこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(90%)/質問、意見、感想など(10%) 

受講者数によって変更の可能性がある。 

【変更前】筆記試験(Written Exam)50%, 平常点(In-class Points)50% (講義への参加度 50%) 

 



 

 - 1199 - 

テキスト（Textbooks） 

1. マックス・ウェーバー、1980、『職業」としての学問』、岩波書店 (ISBN:4003420950) 

その他、必要な文献はコピーを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

初回の講義で「文献案内」を配布する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

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、役割の違いだけです。講義といえど、「教

員と学生の相互研鑽」の場としたいと思います。それを求める学生の受講を期待しています。 

 

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、自分で「創る」授業です。日本の企業での働き

方を中心に解説しながら、これからの自分の働き方、そして生き方を考えていく授業で

す。 

担当者名 

（Instructor） 
久保 隆光(KUBO TAKAMITSU) 

学期 

（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」の科目のひとつです。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、人生を考えることです。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、これからの自分について考え、そしてそれらの考えをアウトプットする授業を目指します。自

分の人生を考え、これからの自分の歩む道を考え、創ることがこの授業の目標です。そして、日本の企業、組織での働き方につ

いて基礎的な知識を身に着けることを目標とします。 

 

This course is part of the Introduction to Academic Studies course branch. The word “career” does not merely refer to one’s 

work or business, but also refers to a way of life befitting of oneself, or the way one’s life should be. To think about one’s 

career is to think about their life. This course aims to have students think about where they will work, how they will live, and 

how they themselves will be once they enter society and become self-reliant. This is a course where students will collect these 

thoughts and output them. The objective of this course is for students to think about their lives, including the path they plan to 

take, and use these thoughts to create something. Additionally, the course  aims to teach students fundamental knowledge 

regarding how to work for a Japanese business or organization. 

 

授業の内容（Course Contents） 

これからの自分を考え、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。この 3 つの視点のなかでも、とりわけ「企業を知る」を中心に授業を行っていきます。それは、多くのみなさんが、将来、企業

に勤めることが予想されるため、日本の企業や組織での働き方、とりわけ人事労務管理や人的資源管理の分野を中心に授業を

展開していきます。そして、「自分を知る」の視点では、過去の自分の行動、活動からキャリアアンカーを探ります。さらに、「社会

を知る」の視点では、ITC などの技術革新による新しいビジネスや働き方を知る機会も提供します。 

 

In order for students to know themselves and create something, this course will expand upon the following three points: 

“knowing oneself,” “knowing society,” and “knowing business.” Among these three points, this course will place special focus on 

“knowing business.” As most students will likely work for a business in the future, this course will focus on how to work in a 

Japanese business or organization, especially in the fields of labor management and human resources management. As for the 

point of “knowing oneself,” students will search for a career anchor through looking at their past behaviors and actions. 

Furthermore, this course will provide opportunities for students to learn new business and work styles through ITC and other 

technological innovations. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. キャリアデザインとは 

2. この世界で働くこととは？「働く能力」を売り買いすることを経済学的視点から考える 

3. 昇進・選抜 

4. 報酬 

5. 人事考課 

6. 内部労働市場 

7. 日本的経営の合理性と限界 

8. 企業環境の変化とパラダイムシフト 

9. エンプロイヤビリティーとキャリア形成 

10. 技術革新と新しい働き方 

グローバル化とダイバーシティー 

11. エニアグラムから探る自分 

過去から探る自分のキャリアアンカー 

12. ライフコースを検討する 

13. 自分の仕事とキャリアを検討する 
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14. 全体総括自 

 

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） 

課題レポート（30％×2 回）(60%)/ワークシート・リアクションペーパー(40%) 

2020.5.5 付変更【変更前】筆記試験(Written Exam) 70％  平常点(In-class Points) 30％ (リアクションペーパー、リポート、ワーク

シート等の提出物(30%) ) 

 

テキスト（Textbooks） 

使用しない。必要に応じて授業内で適宜プリントを配布します。 

 

参考文献（Readings） 

必要に応じて授業内で紹介します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

板書とパワーポイントを中心に授業をしますが、適宜、視覚教材も使用します。また、ワークシートの作成なども授業内外で行い

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。 

 

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） 
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。 

 

Students will learn fundamental knowledge about Christianity. 

They will understand its ubiquity as well as its defining features. 

 

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。 

 

In this course, we will study from the prehistory to the early stage of Christianity, which is one of the main sources of Western 

culture. In doing this, students will come to notice the Christian themes hidden throughout Western culture, as well as their 

ubiquity and defining features. As a result, Eastern points of view and ways of thinking that one is not normally conscious of 

begin to stand out. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ヘブライ人の歴史（１）：族長の時代 

2. ヘブライ人の歴史（２）：出エジプト 

3. 神の名は。 

4. ヘブライ人の歴史（３）：南北王朝時代 

5. ヘブライ人の歴史（４）：バビロン捕囚 

6. パレスチナ・イエス運動（１）：ユダヤ教の律法主義 

7. パレスチナ・イエス運動（２）：イエスによる律法主義批判 

8. イエスとキリスト（１）：ユダヤ教における、キリスト教成立の萌芽 

9. イエスとキリスト（２）：民族宗教から世界宗教へ 

10. 映画で知るキリスト教 

11. 霊魂の不滅か死者の復活か（１）：ソクラテス 

12. 霊魂の不滅か死者の復活か（２）：プラトン 

13. 教会の成立 

14. ヘレニズムとヘブライズムの出会い 

 

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。 

・それとともに、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） 

レポート試験(Report Exam)(90%)/質問、意見、感想など(10%) 

【変更前】筆記試験(Written Exam)90%, 平常点(In-class Points)10% (受講態度 10%) <BR>6 月 10 日付備考削除 【変更前】論述

形式。「～について説明せよ」。４問から２問選択。問題は事前に発表 

 

テキスト（Textbooks） 

使用しない。 

 

参考文献（Readings） 

1. 小川英雄、2011 年、『古代オリエントの歴史』、慶應義塾大学出版会 (ISBN:476641831X) 
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2. 石田友雄、2013 年、『ユダヤ教史――聖書の民の歴史』、山川出版社 (ISBN:463443301X) 

3. 市川裕、2009 年、『ユダヤ教の歴史』、山川出版社 (ISBN:4634431378) 

4. Ｊ・Ｍ・チャールズワース（中野実訳）、2012 年、『これだけは知っておきたい史的イエス』、教文館 (ISBN:4764266989) 

5. Ｊ・Ｄ・クロッサン（太田修司）、1998 年、『イエス――あるユダヤ人貧農の革命的生涯』、新教出版社 (ISBN:4400120333) 

6. 田川建三、2004 年、『イエスという男』第二版［増補改訂版］、作品社 (ISBN:4878936819) 

7. トーレイフ・ボーマン、1957 年、『ヘブライ人とギリシャ人の思惟』、新教出版社 

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。 

 

・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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■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） 
多文化社会を生きるキリスト教 

担当者名 

（Instructor） 
西脇 純(NISHIWAKI JUN) 

学期 

（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） 

歴史事象や文化事象のもつ多文化的な文脈に気づくことを通して，現代における多文化共生のあり方について考えを深めます。 

 

授業の内容（Course Contents） 

この授業では，2 千年におよぶキリスト教史のなかから個々の歴史事象や文化事象を断片的にとりあげ，それらの多文化的な文

脈を明らかにするとともに，現代における多文化共生への手がかりを学びとりたいと思います。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. はじめに 

2. 古代ローマ社会におけるユダヤ教とキリスト教（1）歴史 

3. 古代ローマ社会におけるユダヤ教とキリスト教（2）教義史 

4. 古代ローマ社会とキリスト教（1）古代ローマの宗教観 

5. 古代ローマ社会とキリスト教（2）プリーニウスとトラヤヌス帝 

6. 古代ローマ社会とキリスト教（3）コンスタンチヌス大帝の宗教政策 

7. グループ・ディスカッションと小レポート作成（1） 

8. アッシジの聖フランチェスコ：対話を生きる 

9. ヨッヘン・クレッパー：抑圧社会を生きる 

10. 東條耿一：無理解を生きる 

11. 遠藤周作『沈黙』：泥沼を生きる（1） 

12. 遠藤周作『沈黙』：泥沼を生きる（2） 

13. グループ・ディスカッションと小レポート作成（2） 

14. マザー・テレサ：愛を生きる 

 

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)(60%)/リアクションペーパー(40%) 

【変更前】筆記試験(Written Exam)60%, 平常点(In-class Points)40% (グループ・ディスカッションと小レポート（1）10%,グループ・ディ

スカッションと小レポート（2）10%,受講態度 20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

毎回授業プリントを配布いたします。 

 

参考文献（Readings） 

1. 保坂高殿、2005 年、『多文化空間のなかの古代教会』、教文館 

2. 川下勝、2004 年、『アッシジのフランチェスコ』、清水書院 

3. 東條耿一、2009 年、『東條耿一作品集—いのちの歌』、新教出版社 

4. 遠藤周作、1981 年、『沈黙（文庫版）』、新潮社 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業の進行具合によって各回の授業内容が変更になる可能性もあります。 

 

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） 
世俗主義から考えるキリスト教と宗教 

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） 

グローバル化が進む現代世界において、キリスト教をはじめ、異なる信仰をもつ人々の共生を妨げる問題は何か、考える。また、

近代以降の社会でも宗教が一定の役割を果たしていることを理解する。 

 

By the end of the course, students will be able to identify the obstacles to the coexistence of people of different religions, 

including Christianity, in the contemporary globalized world and appreciate the role of religions in the modern society. 

 

授業の内容（Course Contents） 

「今、宗教は減退しているか、それとも影響力を増しているか？」そう質問されると、身近な実感としては減退しているようだが、海

外の紛争を見ると、影響力があるようにも思える――そんなことを考えて答えに困る人も少なくないかもしれない。この一見、不可

解な現実について、この授業は「世俗主義」を鍵に考えてみたい。 

授業は次の 3 つの部分からなる。第 1 部では、よく日本人は「無宗教」と言われるが、それは本当か、いつからそうなったか、「無

宗教」の逆である「宗教」とは何を考えているか、といったことを問う。第 2 部は、この授業の鍵となる、宗教を社会の公的な場か

ら取り除く世俗主義という考え方がヨーロッパのキリスト教世界で宗教改革を経て確立していく過程をたどる。最後の第 3 部は、

その世俗主義の妥当性がさまざまな方面から問われている現状を紹介する。 

 

It is not easy to answer the question: “Are religions declining or increasing their influence today?” You may reply immediately, 

“They are declining,” but after thinking about ongoing conflicts around the world, you may have trouble answering it. The course 

will aim to make this seemingly incomprehensible reality intelligible using “secularism” as the key. 

The course will consist of the following three parts. Part 1 will reconsider the accepted idea that Japanese people are 

“mushukyo” (irreligious), and ask what means “mushukyo”. Part 2 will show that the Reformation in Western Europe paved the 

way for secularism. Finally, Part 3 will provide a survey of the current situation in which the validity of secularism is questioned. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 日本の「無宗教」１：中世・近世 

3. 日本の「無宗教」２：明治維新期 

4. 日本の「無宗教」３：近代 

5. 日本の「無宗教」４：考察 

6. 宗教とは何か（とりあえず考えてみる） 

7. 西洋キリスト教世界における世俗主義の形成１：教皇と国王 

8. 西洋キリスト教世界における世俗主義の形成２：宗教改革 

9. 西洋キリスト教世界における世俗主義の形成３：主権国家体制と政教分離 

10. 世俗主義の見直し１：イスラーム主義 

11. 世俗主義の見直し２：アメリカの「市民宗教」 

12. 世俗主義の見直し３：日本の国家神道 

13. 世俗主義の見直し４：宗教の公共性 

14. まとめ 

 

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

授業中に指示するテキストを読んで授業に臨む。また、身の回りやニュースなどの宗教に関する話題にふだんから関心をもって

おくと、授業の理解が深まる。Blackboard で授業時間外の学習について指示をしたりレポートの提出を受け付けたりすることが

ある。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(50%)/授業内の課題(50%) 
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レポートは授業期間中に 3 回程度出題する予定である。私語等の授業を妨害する行為は減点の対象となる。 

【変更前】筆記試験(Written Exam)50%, 平常点(In-class Points)50% (レポート 40%,授業中の発言 10%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 礫川全次、2019、『日本人は本当に無宗教なのか』、平凡社 (ISBN:978-4-582-85924-9) 

ほかは授業中に適宜、指示ないし配付する。テキストは第 2 回の授業から使用する（テキストの購入は初回授業後にすることを

勧める）。 

 

参考文献（Readings） 

1. 小原克博、2010、『宗教のポリティクス 日本社会と一神教世界の邂逅』、晃洋書房 (ISBN:978-4-7710-2165-5) 

2. 島薗進ほか編、2006、『宗教学キーワード』、有斐閣 (ISBN:4-641-05883-0) 

3. 阿満利麿、1996、『日本人はなぜ無宗教なのか』、筑摩書房 (ISBN:978-4-480-05685-6) 

ほかは授業中に適宜、紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業の進度に応じて授業計画は若干変更する可能性がある。 

 

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） 
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） 
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） 

・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・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 

 

・Students will deepen their understanding of studying at the university level, which is quite different from high school 

・Students will learn how to actively participate in discussions 

・Students will come to understand the Christian worldview, which is the foundation of the Rikkyo spirit, including “the world as 

a creature” and “the spirit of coexistence.” 

・Through freely running around to touch upon various eras and fields, such as religious history, Christian art history, modern art, 

economics, welfare, and environmental issues, students will be jolted intellectually, increasing their sensitivity to the power of 

beauty and life. 

 

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」、ならびに、現代土木によって劣化し

た土中環境の再生にたずさわる三重の庭園美術家今西友起の活動を取り上げ、その芸術構造を明らかにする。 

 

Course keywords: Christianity, fine arts, coexisting society, social business, welfare, environment 

 

Ex virtute pulchra (By the power of beauty). “All of creation is consistent with the power of beauty,” were the words of a 

theologian from the Middles Ages named Thomas Aquinas. According to the worldview of Christianity, as told in the first chapter 

of the Book of Genesis, only creations approved of by God exist in this world. Thus, this implies that there is an affirmative 

quality shared by all creation; Thomas claimed that this is beauty. What can we learn from this simple yet powerful worldview 

during these times in which confrontation continually worsens? 

As a clue, we can look to modelling arts created by the hands of man, particularly the history of Christian art. During times 

where Christianity was shaken upon encountering foreign cultures, this “power of beauty” can always be found in art, subliming 

the confrontation into a more beautiful state. In the first half of the course, through outlining the history of Christianity and art, 

students will come face-to-face with the existence of the powerful forms possessed by visual art. 

The second half of the course will shift the stage into the present. Students will learn the well-known slogan of the artist 

Joseph Beuys – social sculpture – everything is art, and everyone is an artist. They will broaden the objects of their analysis, 

transcending their sense of vision. Perhaps we can best understand “the expansion of the concept of art,” for which Beuys 

advocated, through looking at social business, which have received much attention in recent years. In the final portion of the 
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course, we will look at specific instances where social problems were solved through the power of beauty. We will look at the 

issues handled not only by an NPO at the foot of Mount Tsukuba (Jinenjo Club), including issues relating to the handicapped 

and the environment, but also by a garden artist from Mie, Yuki Imanishi, recreating the soil enviroment damaged by modern civil 

engineering, shedding light upon the makeup of their art. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入 

―大学での学び 

＊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 

―大和民族との遭遇：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―近現代の終焉 

9. 芸術と社会 

―芸術としてのソーシャルビジネス 

10. 芸術と社会 

―ヨーゼフ・ボイスと社会彫刻論 

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 庭園美術家今西友起 

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。復習をよく行ってください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(50%)/ディスカッションへの参加(30%)/リアクションペーパー(20%) 

毎講義、オンラインによる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 Blackboard への提出を課します。

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。 

【変更前】筆記試験(Written Exam)50%, 平常点(In-class Points)50% (ディスカッションへの参加 30%リアクションペーパー,20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

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. 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) 

5. 岩澤信夫、2003、『不耕起でよみがえる』、創森社 (ISBN:4883401685) 

6. 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) 

7. 内山節、2010、『新・幸福論―「近現代」の次に来るもの』、新潮社 (ISBN:9784106037382) 

 

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） 
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。  

 

 In this course, students will utilize French literature texts to practice their reading comprehension. Through these texts, they 

will analyze Christianity, beauty and life, as well as literature, becoming able to express their thoughts in a logical manner.  

 

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くあります。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ます。この授業では、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します。まずキリスト教あるいは宗教性についてのテーマ、次に作品あるいは人間

が持つ美や様々な生命のあり方、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です。テキストはもちろんフラン

ス語原文ではなく、日本語訳で読みます。 

 具体的に何の作品を扱うかについては、初回授業で受講生の要望を取り入れながら決定します。日本でも有名なもの、また多

様な時代やジャンルに属するものをなるべく選びたいと思っています。参考までに、前年度までの授業で扱った作品の著者名とタ

イトルを挙げておきます（その他の書誌情報は省略します）。モンテーニュ『随想録』、パスカル『パンセ』、デカルト『方法序説』、ヴ

ォルテール『寛容論』『カンディード』、ユゴー『レ・ミゼラブル』、ボードレール『悪の華』、ジッド『狭き門』、カミュ『異邦人』。 

 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ます。ゆえに、担当教員による一方的な講義よりは、受講生のみなさんがテキストを自ら精読し、ディスカッシ

ョンなどで他の受講生と意見交換する事が求められます。更に、コメントペーパーやレポートなどで論理的に考えを述べる練習を

します。その際、小論文の書き方、ルールについても見ていきます。 

 ただし、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ります。  

 

   Within French literature, there are many works that are based upon Christian faith and ideas. When it comes to the context 

of this fact, one would be quick to point out that Christianity (particularly Catholicism) has been the mainstream religion in 

France from the Middle Ages into the present day. In this course, we will use these texts to primarily investigate the following 

three topics. First, topics relating to Christianity and religiosity in general. Second, the beauty possessed by the works, or even 

humanity itself, as well as the state of various forms of life. Lastly, the significance of reading and writing literary works or texts. 

Of course, we will not be reading the original French texts, but rather the Japanese translations. 

   The specific works to be covered will be decided after the first class, upon accepting requests from the students. We want 

to choose works that are famous in Japan, belonging to a diverse range of genres and eras. For reference, we will provide the 

author names and titles for the works covered in previous years (omitting other bibliographical information). Montaigne – 

“Essays,” Pascal – “The Pensées,” Descartes – “Discourse on the Method,” Voltaire – “Treatise on Tolerance” and “Candide,” 

Hugo – “Les Misérables,” Baudelaire – “Flowers of Evil,” Gide – “Strait is the Gate,” Camus – “The Stranger” 

  This course was established in 2016 as part of a new program. It aims for students to learn through active participation; what 

is referred to as active learning. Therefore, rather than a one-sided lecture by the instructor, the students are to thoroughly 

read each text on their own, exchanging ideas with their fellow students through group discussions. Furthermore, students will 

practice logically putting their ideas into words through comment papers and reports. At this point, we will also touch upon the 

rules and conventions to follow when writing short essays. 

 However, it is worth noting that the course syllabus may change as a result of the students or the peculiarities of the course.  

 

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。人数が多い場合は講

義になる可能性が高い。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 
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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 

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 Blackboard を使用する可能性もある。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(42%)/リアクションペーパー(25%)/授業内に指示した提出物(25%)/レポート 1 回(8%) 

期限までに、提出物（レポート以外）を 1 種類以上提出することによって、その授業に出席したのと同等に扱う。提出が期限後か

ら 1 週間以内であれば遅刻と同等、それ以降であれば欠席と同等に扱う。遅刻 3 回で欠席 1 回と数える。3 分の 2 以上の出席

をしていない場合は，単位修得不可。提出物やレポート、レポート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。 

【変更前】筆記試験(Written Exam)50%, 平常点(In-class Points)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%) 

 

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』（増補版）、岩波書店 (岩波文庫) (ISBN:978-4003500019) 

2. 饗庭孝男ほか編、1992 年、『新版 フランス文学史』、白水社 (ISBN:978-4560042861) 

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 (ISBN:978-4130820448) 

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』（増補新版）、朝日

出版社 (ISBN:978-4255960104) 

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 (ISBN:978-4411020833) 

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 (ISBN:978-4623034901) 

7. フィリップ・セリエ、2016 年、『聖書入門』、講談社 (ISBN:978-4-06-258642-9) 

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） 

 

 

  



 

 - 1211 - 

■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） 
キリスト教の文化と美術を学ぶ 

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。そして、理解した内容について論述形式

で説明できるようになることを目指す。 

 

In this course, we will analyze the concepts of “Harmony” and “Creation” as they are found in the Christian world in Western 

Europe, thorough the words of the Bible and various theologians, as well as Christian art. Students will learn about the 

implementation of “Harmony” or “Beauty” in Christian art, coming to comprehend the hidden meanings and symbolism included 

within the works, deepening their analysis. Furthermore, the course aims for students to become able to explain what they have 

come to understand in essay format. 

 

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。 

 

This course will outline Christian ideas and art from the end of ancient times to early modern times (around the 16th century), 

covering topics one by one. 

Upon reviewing basic information regarding the establishment and development of Christianity, we will peruse the words of the 

Bible and various theologians, analyzing the relationship between Christian ideas and the visual arts. We will cover 

representative churches, icons, and Christian paintings from each era, providing the context and background information 

regarding their creation while deepening our understanding of Christian iconography. 

 

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） 

課題提出およびその精度(100%) 

【変更前】筆記試験(Written Exam)60%, 平常点(In-class Points)40% (出席およびコメントペーパーの内容 40%) 
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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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■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） 

 「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課題として引き受け、自らの

言葉で「愛」について表現できるようになる。 

 

In this course, we will deal with the question “what is love?” Students will undertake their own assignments from the data, 

readings, and visual materials presented in the lectures as well as the group discussions, becoming able to express what “love” 

is in their own words. 

 

授業の内容（Course Contents） 

 講義では、「絶対に結びつくことのないものの結合」として〈愛〉の問題を考察してゆく。「愛とは何か」、「結びつかぬものが結び

つくとは何か」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。 

 

In the lecture, we will analyze the issue of “love” from the standpoint of “tying together things which must not be joined.” We 

will use materials from literature, films, well-known philosophers, and the Bible as our guide, investigating the questions “what is 

love,” and “what does it mean to tie together things which must not be joined?” We want each student to depart on a love-

related journey in taking this course. The attitude requested of those who choose to participate in this journey is that one 

refrains from viewing the facts of love as something unrelated to them, taking it on and considering it as their own issue. 

 

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」とは何か：「永遠の命」について考える 

12. 永遠の命を受け継ぐということ：映画「きっと、星のせいじゃない。」を観る 

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：サン=テグジュペリ『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） 

毎時間に課されるリアクションペーパー（14 回分）(60%)/小レポート(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。 

【変更前】筆記試験(Written Exam)60%, 平常点(In-class Points)40% (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%) 
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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)） 

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。   

オリエンテーションで詳述するが、課題やそのほかの指示は Blackboard などで提示されるので必ず確認すること。確認しないこと

による不利益は受講者の責任となる。課題の提出に際しては「Master of Writing」

（https://www.rikkyo.ac.jp/about/activities/fd/qo9edr0000005dbr-att/MasterofWriting.pdf）を参照のこと。 Blackboard の使用法

が分からないなどのトラブルは、各自の責任でメディアセンターに確認すること。 当然のことであるがコピペや剽窃（毎回課され

るリアクションペーパや小テストにおいて）には厳しく対応する。 

 

注意事項（Notice） 
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■FH601 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

仏教の世界                       新座(Niiza) 

(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 

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） 

日本語 

(Japanese) 

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。 

 

It is often said that "Japanese people are non-religious," but students will become able to respond to this statement in detail. 

 

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。 

 

Buddhism is beginning to attract attention in the global era. For example, "Zen" is becoming popular overseas, and young people 

in Japan are crazy about "power spots." Actually, Buddhism is very close to us, but we are not aware of it. Students will study 

Buddhism in an easy-to-understand manner from the fundamental concepts to the sects. 

 

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 
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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(Niiza) 

(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） 

日本語 

(Japanese) 

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、近代以前の人物の物語・伝記類・著作を取り上げることを通じて、日本の宗教について考える。 

 

Students will think about Japanese Religions by considering stories, biographies, and writings of prominent people before 

modern times. 

 

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。 

 

Students will consider stories and biographies, etc. of prominent people in Japanese Religions. Students will think about the 

ideal form of religion in Japan by reading texts such as "The Tale of Konjaku," biographies, and picture scrolls, etc. 

 

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. 役行者 

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. ハビアン①（天草版『平家物語』） 

13. ハビアン②（『妙貞問答』） 

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%)/出席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(Niiza) 

(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（The basic knowledge of Islam and Muslim 

societies) 

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） 

日本語 

(Japanese) 

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、ムスリム社会が古

くから継承する文化や、現代における諸問題を理解することを目指す。 

 

In this course, we will first learn the fundamental values of Islam shared by muslims around the world, and then aim to learn 

about the cultures historically inherited and various contemporary problems in Muslim societies. 

 

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。本授業は、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。  

 

The knowledge and understanding of Islam are essential items for people living in the modern world. This course introduces the 

basic knowledge of Islam and explains the aspects of Muslim social life from various angles. The lecture format will be based on 

PowerPoint, and we will use video materials and actual materials as appropriate. The order and content of the classes may 

change slightly depending on the progress. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イスラーム世界の歴史 

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. イスラームの美術 

5. イスラームの建築 

6. イスラームと音楽 

7. イスラームの儀礼行為 

8. ユダヤ教、キリスト教、イスラーム 

9. 映画で学ぶイスラームの世界（１） 

10. パレスチナ問題とイスラームの世界 

11. 映画で学ぶイスラームの世界（２） 

12. アラブの春とイスラーム主義 

13. シーア派とスンナ派 

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、授業で紹介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%)/授業態度、コメントペーパー、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. 大川玲子、2018、『クルアーン：神の言葉を誰が聞くのか』、慶応義塾大学出版会 (ISBN:978-4766425550) 

2. 岡真理、2018、『ガザに地下鉄が走る日』、みすず書房 (ISBN:978-4622087472) 

その他の参考文献は、各回の授業時に紹介する。 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FH605 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

「宗教」とは何か                    新座(Niiza) 

(What is  religion ?) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
宗教学的思考を身につける 

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） 

日本語 

(Japanese) 

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。 

 

We will aim to be sensitive to the word "religion" through a multi-dimensional examination of the concept and term of "religion", 

and genealogical consideration. 

 

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 世紀後半以降の宗教研究

の流れを紹介しながら、「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。 

 

This class is not a commentary on individual religions, but a reflection on the concept and the term of "religion". Specifically, 

introducing the flow of religious studies since the late 19th century, we would like to consider the position of "knowing about 

religion," rather than "believing" or "moving away from" it. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. はじめに： 宗教学の言説空間。日本は本当に「無宗教」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）： 宗教起源論その１ 

5. 「宗教」はどのように研究されてきたか（２）： 宗教起源論その２ 

6. 「宗教」はどのように研究されてきたか（３）： 神観念について 

7. レヴィ=ストロースによる問題提起 

8. マギア（呪術、魔術、魔法）論 

9. 時間と空間をめぐって 

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 世紀の神話学その１ 

12. 神話をいかに解釈するか（３） 20 世紀の神話学その２ 

13. 儀礼論 

14. 贈与論 

 

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

ブックリストの本を一冊でも多く読むこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(70%)/中間レポート(30%) 

【変更前】筆記試験(Written Exam)70%, 平常点(In-class Points)30% (中間レポート 30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

毎回レジュメを配布し授業を行う。 

 

参考文献（Readings） 

講義のなかで指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

教員作成のブックリスト 

https://ameblo.jp/pettazzoniano/entry-12476646103.html 
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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(Niiza) 

(Root of Human Rights) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 

じぶんごととして、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」を問いなおそう 

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） 

日本語 

(Japanese) 

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。 

 

In this class, the aim is that students become aware of gender and sexuality issues that bind us all on the premise of acquiring 

basic knowledge about human rights, especially "gender and human rights," and face issues in contemporary society with 

problem-awareness. 

 

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。 

 

Do you think that you have nothing to do with gender, such as "discrimination," and you don't need to think about 

discrimination or gender and sexuality? Gender and sexuality issues in modern society are at the point of being "invisible," and 

exist in various "educational" places such as school education, social education, and family education, etc. that we have all 

experienced so far and in daily life. And we grow up while "learning" those problems. In this class, the aim is that students first 

become aware of gender and sexuality issues that bind us, and then face issues in "society" with problem-awareness. 

 

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）「LGBT」=性の多様性？？？ 

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？～「炎上」と「人権」の関係性～ 

11. 「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～ 

12. 「まなざし」を問う （２）クィアペダゴジーと〈性〉 

13. 「まなざし」を問う （３）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） 

授業内で書いてもらうコメントや感想内容(35%)/中間課題(25%)/最終テスト(Final Test)(40%) 

受講者数を勘案して、個人・グループワークを取り入れる場合もあります。また、中間・最終課題は、知識の暗記ではなく、自分の

思考を整理し、論述すること求めます。 

 

テキスト（Textbooks） 
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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. 高橋哲哉、2012、『犠牲のシステム 福島・沖縄』、集英社 

3. 2015、『季刊セクシュアリティ 72 特集 性教育実践のためのキーワード 51』、エイデル研究所 

4. 渡辺大輔、2018、『性の多様性ってなんだろう? (中学生の質問箱)』、平凡社 (ISBN:4582837808) 

テキストや授業内で配布するレジュメ・資料は、中間・最終課題で利用していただきます。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. 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 

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 

5. パウロ・フレイレ、2011、『被抑圧者の教育学―新訳』、亜紀書房 

6. 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 

 

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「じぶんごと」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） 

 

 

  



 

 - 1224 - 

■FH607 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

手話と人権を考える                   新座(Niiza) 

(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） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

2012～2015 年度 1 年次入学者対象科目 立教 A科目 

オンデマンド授業 

 

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。 

 

Through learning and experiencing deaf people and sign language, students will acquire new perspectives for thinking about 

symbiotic society. 

 

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。 

 

We will consider deaf people as language and cultural minorities, sign language as natural language, and look at the mechanisms 

and structures specifically. We also deal with the relationships between deaf people, sign language and society from the aspects 

of education, law, and human rights, etc. 

 

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)） 

 



 

 - 1225 - 

【オンデマンド授業  配信スケジュール】 

第 1 回 9 月 22 日 

第 2 回 9 月 29 日 

第 3 回 10月 6 日 

第 4 回 10月 13 日 

第 5 回 10月 20 日 

第 6 回 10月 27 日 

第 7 回 11月 3 日 

第 8 回 11月 10 日 

第 9 回 11月 17 日 

第 10 回 11 月 24 日 

第 11 回 12 月 1 日 

第 12 回 12 月 8 日 

第 13 回 12 月 15 日 

第 14 回 12 月 22 日 

 

【変更前】 

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。 

 

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(Niiza) 

(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） 
休講 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

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 

【2020 年 4 月 24 日付変更】（学期） 春学期→休講 

 

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。 

 

Students will learn braille as new "characters of mine" and become familiar with the lives of people who use them (especially 

people with severe visual impairment). 

 

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。 

 

Braille is a set of characters shared by all humans. It is not a set of symbols used only by visually impaired people "in place of 

letters." However, unfortunately, this cannot be said to be the common understanding at present. This fact clearly illustrates 

the situation surrounding human rights where the blind are the main users of Braille today. In this class, we want students to 

learn Braille as new "characters of mine" and think deeply about characters and human rights, and more broadly about the 

question "What are human rights?" 

 

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. まとめ 

 

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 
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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 

（Seminars for Students of Rikkyo University） 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 

学びを通した地域創生の超学際的アプローチ 

～ひとづくり×地域づくり×自分＝素敵な未来～ 

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） 
 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

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） 

地域社会の「学び」と「経営」を多面的に考察し、その核となるものを丁寧に抽出することを通して、「ひとづくり」と「地域づくり」が

相乗的に質を深めていく論拠を探る。 

 

Students will consider "learning" and "management" in local communities from multiple perspectives, and explore the rationale 

in which "people development" and "community development" deepen the quality synergistically, through careful extraction of 

the core concepts. 

 

授業の内容（Course Contents） 

近年、急速な人口減少が迫る中、観光開発・企業誘致などの従来型の地域づくりではなく、教育・福祉を軸とした地域づくりが進

められ、その成果が報告されている。本講義では、実践家を中心とする多彩なゲスト講師（地方自治体首長、児童養護施設担当

者、東日本大震災被災者など予定）から最先端の実践とその考察を講じていただく。 

 

また、科目担当者が 30 年の実践から導き出されたアクティブラーニング型の授業運営スタイル：ダイアログ（対話）を活用した学

び合いを駆使することにより、ゼミ形式における学びを深める。 

 

なお、科目担当者は、国道も信号もコンビニもない長野県泰阜村（やすおかむら）において地域創生に顕著な成果を上げている

NPO の代表理事である。 

 

In recent years, with rapid population decline approaching, community development centering on education and welfare has been 

promoted rather than traditional community development such as tourism development and attracting businesses, and the 

results of this approach have been reported. In this course, students will learn the most advanced practice and its consideration 

from a variety of guest instructors who are mainly practitioners (we plan to welcome local government chiefs, representatives 

from children's nursing homes, people affected by the Great East Japan Earthquake,  etc.). 

In addition, the course lecturer will deepen learning in a seminar format by making full use of study that utilizes an active 

learning type class style: dialog, derived from 30 years of practice. 

In addition, the course lecturer is a representative director of an NPO that has achieved remarkable results in community 

creation in Yasuoka-mura, Nagano Prefecture, which has neither national roads nor traffic lights nor a convenience store. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション・学び方の導入 

2. ダイアログの準備ワーク１ 

3. 国道も信号もコンビニもない山村の挑戦事例（科目担当者） 

4. 4 回目の授業を基にしたダイアログワーク 

5. 誰をも排除しない？社会的弱者について（ゲスト：養護施設担当者） 

6. ６回目のゲストを招いてのダイアログワーク（ゲスト：養護施設担当者） 

7. 中間まとめ 

8. 被災地の復興（ゲスト：東日本大震災被災者）とダイアログワーク 

9. マイクロプラスチックとの闘い（ゲスト：離島環境活動家）とダイアログワーク 

10. 人口減少に悩む地方自治体政策（ゲスト：自治体首長）とダイアログワーク 

11. 地方大学の挑戦（ゲスト：地方大学理事長）とダイアログワーク 

12. 空き家活用と人材育成（ゲスト：まちづくり NPO 事務局長）とダイアログワーク 

13. 全体ダイアログワーク 

14. 総括とまとめ 

 

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 BLACK BOARD 上で行う。 
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成績評価方法・基準（Evaluation） 

各回の授業後に提出するコメントペーパー(40%)/プレゼンなど授業内の成果物(30%)/最終レポート(Final Report)(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

 なし 

 

参考文献（Readings） 

授業時に紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

科目担当者は泰阜村で実際に活動する上記 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

に通う。 

 

ゲストは現段階の予定なので、開講してから変更の可能性がある。 

 

ダイアログ主体の授業を貫くルールは、「参画」と「自己決定」。自分で考えて、自分で動いて参加すればするほど、楽しくなり、学

びが大きくなる授業。持ってくるものは「やる気」。 

 

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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■FH610 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

近代日本社会と人権                   新座(Niiza) 

(Modern Japanese society and human rights) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
近代日本における差別問題と人権―部落問題を軸に 

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） 

日本語 

(Japanese) 

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。 

 

By looking back on the history of minorities in modern Japan while focusing on the Buraku problem, we will help students to 

acquire a "sensitivity toward others" and deepen their understanding of human rights issues. 

 

授業の内容（Course Contents） 

最も理解しにくいであろう部落差別問題を軸にしながら、明治維新から現代までの近現代社会の、アイヌ･沖縄・ジェンダー・ハン

セン病等の歴史を講義し、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。 

 

We will provide lectures on the history of the Ainu, Okinawa, gender, leprosy, etc. in modern society from the Meiji Restoration 

to the present, focusing on the problem of Buraku discrimination that will be most difficult to understand, and questioning the 

state of modern society in Japan. We want to deepen students' understanding of the subject while also including the viewing of 

movies, etc. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 部落問題とは何か 

3. 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 

4. 近代国家の成立と再編される身分 

5. 国民の境界とマイノリティ 

 被差別部落／沖縄／アイヌ  

6. 部落問題の「発見」―部落改善政策の開始 

7. 米騒動／人種平等／自力解放運動の成立 

8. アジア・太平洋戦争と動員される差別 

 ハンセン病／被差別部落／女性／植民地 

9. 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） 

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（２） 

11. 引きなおされる境界―帝国の解体／戦後からの出発 

12. 市民への包摂と排除 

13. ドキュメンタリー映画「人間の街―大阪／被差別部落」（1987 年）を読み解く 

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） 

予め指示したテキストの該当範囲を読み，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） 

1. 寺木伸明・黒川みどり、2016、『入門被差別部落の歴史』、解放出版社 (ISBN:ISBN:978-4-7592-4063-4) 

2020 年 7 月 31 日変更（変更理由：品切のため） 

【変更前】著者名：黒川みどり、書籍名：『近代部落史』、出版社：平凡社新書、出版年：2011 

 

参考文献（Readings） 
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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、2016、『創られた「人種」―人種主義と部落差別』、有志舎 

2020 年 7 月 31 日変更（変更理由：テキスト変更のため） 

【変更前】 参考文献 3 著者名：黒川みどり、書籍名：『入門被差別部落の歴史』、出版社：解放出版社、出版年：2016 

【変更後】 参考文献 3 削除、テキストに記載 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

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(Niiza) 

(University and Modern Society) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
グローバル社会における大学教育の意義 

担当者名 

（Instructor） 
岩田 陽子（IWATA 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） 

日本語 

(Japanese) 

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） 

・グローバル社会で生き抜くために必要な心構えとスキルについて理解する。 

・大学生活においての学びとキャリアの関係について理解する。 

・グローバル社会における大学教育の意義について理解する。 

 

The main objectives of this course are as follows: 

 

・Understanding the mindset and skills needed to survive in a global environment.   

・Understanding the relationship between learning in university and one’s career.   

・Understanding the significance of a university education in a global environment. 

 

 

授業の内容（Course Contents） 

グローバル社会では、より多様で複雑な判断が常に求められる。 

本授業では、そうしたグローバル社会で生き抜くうえで必要な「学ぶ力」「考える力」「信頼関係を構築する力」について理解を深め

る。さらに、そうした力を大学教育においてどのように培っていくかについても考えていく。なお、グループディスカッションやプレゼ

ンテーション等も取り入れ、学生たち自身が社会に出てから役立つスキル醸成にも力を入れる。 

 

Increasingly varied and complex decisions must be constantly made in a global environment. In this course, students will better 

understand “the ability to learn,” “the ability to think,” and “the ability to build trust,” which are needed to survive in a global 

environment. Students will also consider how to cultivate those abilities as a part of a university education. This course includes 

group discussions and presentations, and students will work to develop useful skills, which will benefit them after they graduate.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. グローバル社会の進展と大学教育 

2. グローバル社会で生き抜くために必要な心構えとスキル 

3. 「学ぶ力」① 

4. 「学ぶ力」② 

5. 「考える力」① 

6. 「考える力」② 

7. 「信頼関係を構築する力」① 

8. 「信頼関係を構築する力」② 

9. 大学生活とキャリア① 

10. 大学生活とキャリア② 

11. グローバル社会における大学教育① 

12. グローバル社会における大学教育② 

13. グローバル社会における大学教育③ 

14. 最終テスト 

 

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

毎回、授業時に指示を出す 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(40%)/授業内での発表(40%)/授業内に指示した提出物(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

適宜、配付する 
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参考文献（Readings） 

適宜、紹介する 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

・Ｗｉｆｉのつながるモバイル PCまたはスマートフォン等を使用して授業を行います。必ず持参してください。 

・授業はプロジェクタでパワーポイントを映写して展開します。 

・グループディスカッションやプレゼンテーション等、アクティブな授業となります。 

 

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(Niiza) 

(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） 

日本語 

(Japanese) 

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。 

 

In the near future, the idea that high standards of living are brought about by economic growth would likely become outdated. 

Humanity is currently facing social, political, and economic problems brought about by limited fossil fuel resources, a 

deteriorating global environment, and the negative effects of the global economy. All these indicate that economic growth is 

unsustainable and should not just be our only goal. However, economic growth  such as Gross Domestic Product (GDP) is still 

the dominant indicator. It can be said that the world is in a transition period now from unsustainability to sustainability. In this 

course, students are expected to learn and discuss sustainable lifestyles through workshops. 

 

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）は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。 

 

Students are divided into smaller groups of five to six and assigned a part of the textbook that they will be in charge of 

presenting in class. Each team shall summarize their assigned textbook chapters, and their chosen presenter shall deliver the 

summary orally in class. Designated commentators from the other teams shall express feedback. Afterwards, the facilitator will 

encourage more discussion on the topic so that the class could come up with creative ideas on the topic. In addition, the class 

shall examine documents and watch videos on the practice of sustainable lifestyles. For the final project, students are expected 

to make specific plans for sustainable living on the basis of understanding present conditions and visions for the future. 

 

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%) 
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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)） 

 

 

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(Niiza) 

(Seminars for Students of Rikkyo University) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
文化史を創る：展示会『アメリカン・サンタクロース：その創造と展開』を目指して 

担当者名 

（Instructor） 
葛野 浩昭(KUZUNO HIROAKI) 

学期 

（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） 

日本語 

(Japanese) 

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） 

文化史とは，他者が創った展示を観て学び消費するのも楽しく勉強になりますが，それを自ら創って観せる方が格段に面白い。

なぜならば，展示を創る作業とはいつでも，すでに整理がついて広く共有された文化史をそのまま写しとることなどではありえず，

自らがモノを縦横無尽に使用・編集して新たなメッセージを発信すること，つまりは，新たに文化史を創る作業だからです。この授

業では，サンタクロースという誰もが知っているものを対象にしながら，与えられた文化史の消費から半歩でも 1 歩でも踏み出し，

自らが文化史を創造してみる経験を目指します。 

 

It is interesting to consume cultural history exhibitions created by others, but it is much more interesting to create an exhibition 

by yourself because the work of creating an exhibition is not copying cultural history but rather editing materials and sending a 

new message; it is the work of creating a new cultural history. This course aims to create a new cultural history by manipulating 

a given cultural target, i.e., the American Santa Claus. 

 

授業の内容（Course Contents） 

サンタクロースはヨーロッパの聖ニコラス信仰の伝統からそのまま生まれたものではなく，アメリカで意図的に創造された「新たな

伝統」だと考えられています。その創造と展開には，『ニューヨーク史』を書いたアーヴィング，政治風刺画家のナスト，サンドブロ

ム（コカ・コーラ），ディズニー，ウォーホルなど，「アメリカ文化のヒーローたち」が揃って関わってきました。この授業では履修学生

たちが，授業担当者が収集してきた 19 世紀初頭から現在までの現物 1 次資料を駆使しながら，「アメリカンサンタクロースの文

化史」の展示を作成します。 今年のクリスマス前に，立教大学のキャンパス内外の適切な施設で展示会を開催することを目指し

ます。 

 

Santa Claus is considered to be a "new tradition" intentionally created in the United States, beyond the European tradition of 

Saint Nicholas. Famous personalities in the American culture, such as Washington Irving, who wrote “The History of New York,” 

the political cartoonist, Nast,  illustrator Haddon Sundblom (Coca–Cola), Walt Disney, and Andy Warhol, have all contributed to 

this legend. In this course, the students will create an exhibition of the "Cultural History of American Santa Claus" by using 

primary materials from the early 19th century to the present day collected by the class instructor. In this year, before 

Christmas, we aim to hold an exhibition at appropriate facilities inside and outside the campus of Rikkyo University. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 展示会の制作・運営作業の全体的概要に関する説明。 

（＊以下の記載は展示会を制作・運営する作業を整理して示すもので，必ずしも時間的系列にはなっていません。幾つかの

作業が同時進行することがあります） 

2. 一昨年度および昨年度の展示会『トーヴェ・ヤンソン：ムーミンの誕生と展開』の紹介。 

3. 基本文献『サンタクロースの大旅行』の「第 5 章 サンタクロースという名のアメリカ」を中心とした精読と，展示メッセージの

検討・確認。 

4. 展示の全体的構成と作業スケジュール全体の検討。 

5. 展示構成パーツ制作の役割分担の検討。 

6. 展示構成パーツごとに展示物の選定。 

7. 展示構成パーツごとに展示方法の検討。 

8. 展示用の設備や資材の検討と調達。 

9. 展示解説文の検討と制作。 

10. 展示会ポスターの検討と制作。 

11. 展示会パンフレットの検討と制作。 

12. 展示会の管理・運営の役割分担の検討。 

13. 展示物の制作と展示会場の設営。 

14. 展示会の管理・運営作業。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 
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展示会の構想・準備・運営作業は，授業担当者が観光学部で指導する 2・3 年ゼミとの協働作業となります。すでにゼミでは，一

昨年度（於・立教大学新座図書館）と昨年度（於：立教大学池袋図書館）に，展示会『トーヴェ・ヤンソン：ムーミンの誕生と展開』を

開催した実績があります。これら 2 回の展示会については，会場の写真やポスター，パンフレットの写真が，立教大学のホームペ

ージと立教大学図書館のホームページで紹介されています。これらの紹介記事を見て，この授業が目指す展示会の具体的イメ

ージを膨らませて下さい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加(30%)/展示会の制作・運営作業への参加・貢献(70%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 葛野浩昭、1998、『サンタクロースの大旅行』、岩波新書 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

展示対象のアメリカン・サンタクロースの概要については，上記の図書『サンタクロースの大旅行』の「第 3 章 サンタクロースとい

う名のアメリカ」を理解の入り口にして下さい。 

 

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(Niiza) 

(Seminars for Students of Rikkyo University) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Exploring issues of social development through non-Japan perspectives 

担当者名 

（Instructor） 
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） 

日本語 

(Japanese) 

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） 

This special lecture series is designed to promote debate and provoke thought regarding the issue of social development and 

the activities of non-governmental organisations and community-based approaches in promoting the development of better 

communities through various initiatives often undertaken at the grassroots level in challenging situations. 

 

授業の内容（Course Contents） 

In this lecture series you will learn about issues of social development from the perspectives of those who have worked outside 

of Japan on the ground in communities around the world in the field of social development to improve the livelihood of 

communities and promote their development and well-being. You will be introduced to original research and hands-on 

approaches as carried out by several guest lecturers in various parts of the world, including the Middle East, Africa and New 

Zealand. You will take part in discussion and debate regarding the content of the lecturers, write a final report and design your 

own original group project on an issue of social development. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction to the class and lectures 

2. Social development: The Christchurch Earthquakes of 2010 and 2011 and the East West Divide. 

3. Social development: The Student Volunteer Army and the recovery following the Christchurch Earthquakes of 2010 and 

2011 in New Zealand. 

4. Social Development and Peace Initiatives: Is it OK to die for the country? An Israeli story  

5. Social Development and Peace Initiatives: Is it OK to die for the country? The Japan connection 

6. Social Development and Peace Initiatives: The Palestinian tragedy 

7. Social Development and Education: A case study on the East African situation 

8. Social Development and Education: A project undertaken in a slum school in Kenya 

9. Social Development and Education: How I survived a slum and found success in life 

10. Social Development: Re-considering education and New Zealand approaches 

11. Social Development: Re-considering Education and the role and importance of Sunday School in Kenya 

12. Social Development and Health: Working as an intern with UNICEF in Liberia 

13. Group projects (preparation) 

14. Final group presentation. *Report due 

 

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

Homework exercises will as necessary before each lecture, and you should come prepared so you can take part in the 

discussion.  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Attendance and reaction papers(50%)/Report(20%)/final presentation(30%) 

You must attend at least 10 classes in order to be eligible for credit 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

It is planned to invite guest speakers for many of these classes. Please note that the content may change slightly depending on 

their availability or other unforeseen circumstances. 
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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(Niiza) 

(Seminars for Students of Rikkyo University) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
スポーツにおける諸問題とコーチングについて考える 

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） 

日本語 

(Japanese) 

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、スポーツにおける諸問題やコーチングについて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養うことを目標とします。 

 

In this course, we aim to cultivate students' ability to discuss from a wide perspective, and to review the way we live, and the 

way of society as a whole through thinking together about issues in sport and coaching from various points of view. 

 

授業の内容（Course Contents） 

スポーツにまつわる諸問題や、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事柄を、倫理学的視点を中心

に置きつつも、専門領域にとらわれない広い視野から多角的に考え、検討し、議論していきます。オリンピックやパラリンピックと

いった日本で開催されるスポーツ・メガイベントが近づいていますので、それらに関連する時事問題にも触れていきたいと思いま

す。 

 

また、スポーツの「現場」にかかわる方をゲストスピーカーとしてお招きして、実際のお話を共有いただくことも予定しています。 

 

※以下に授業計画を提示しますが、受講生の皆さん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りま

す。 

 

Students will think about, consider, and discuss various issues related to sport and matters related to coaching that are 

becoming more important in modern sports from a broad perspective not limited to specialized fields, while focusing on ethical 

viewpoints. Since mega sporting events such as the Olympics and Paralympics are taking place in Japan, I would like to touch 

on current issues related to them. 

 

We also plan to invite people involved in sports "in the field" as guest speakers to share actual stories. 

 

* We will present the course plan below, but there is also the possibility of making minor changes to topics handled according to 

the interests of the students. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 現代スポーツの問題点を考える 

3. 東京オリンピックについて考える 

4. 東京パラリンピックについて考える 

5. プロスポーツとビジネスについて考える 

6. 大学スポーツのあり方を考える 

7. スポーツとメディアについて考える 

8. 中間の振り返り 

9. 「私」が受けてきたコーチング 

10. コーチの役割とは何か？ 

11. よいコーチングとは何か？ 

12. 選手とコーチの理想的な関係とは何か？ 

13. コーチにとっての「幸福」とは何か？ 

14. 全体の振り返り 

 

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、論文などを事前に読んで、自分の考えをまとめてくることが求められます。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 
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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ません。 

授業の各トピックに関するテキスト・記事・論文などについては適宜コピーを配布します。 

 

参考文献（Readings） 

1. 谷釜尋徳（編著）、2019、『オリンピック・パラリンピックを哲学する』、晃洋書房 (ISBN:978-4469268195) 

2. 平野裕一、土屋裕睦、荒井弘和（編）、2019、『グッドコーチになるためのココロエ』、培風館 (ISBN:978-4563052522) 

3. 藤田紀昭、2016、『パラリンピックの楽しみ方: ルールから知られざる歴史まで』、小学館 (ISBN:978-4093884914) 

4. 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) 

5. 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) 

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します。 

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・映像などを知っていれば、ぜひ積極的に共有してください。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

・資料の配布に Blackboard を使用します。 

 

・リアクションペーパーについては、次回授業開始時にフィードバックを行います。 

 

注意事項（Notice） 
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■FH617 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

立教ゼミナール                     新座(Niiza) 

(Seminars for Students of Rikkyo University) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
心理学から考えるこころと体の健康 

担当者名 

（Instructor） 
松永 美希(MATSUNAGA MIKI) 

学期 

（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） 

日本語 

(Japanese) 

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） 

本講義では，健康心理学,，臨床心理学のトピックスについて，レジュメ発表とディスカッションを通して学ぶ。その結果，自身の心

と体の健康に関心をもち，ストレスマネイジメントや健康増進の方法を心理学の観点から学習することを目指す。 

 

This course shares topics of health psychology and clinical psychology through presentations and discussions, engaging 

students in their own mental and physical health and teaching stress management and health promotion methods from a 

psychological viewpoint. 

 

授業の内容（Course Contents） 

前半は健康心理学に関するテキストを講読し，ストレスの仕組みやストレスコーピング，パーソナリティと健康，生活習慣と行動変

容などについて学ぶ。各回の発表担当者が担当箇所をまとめて，レジュメで発表する。後半は，各自でテーマを決めて，先行研

究などを講読し，テーマに関するレポートを作成・発表する。先行研究や論文は，講義担当者がリストを作成するので，参加者は

その中から選択する。 

 

In the first half of the course, students will read textbooks on health psychology and learn about stress mechanisms, stress 

coping, personality and health, lifestyle habits, and behavioral changes. During the latter half, each student will decide on a 

theme to research, then create and present a report on the theme. Topics will be selected from a list of studies and papers 

provided by the instructor. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション，発表担当者の決定 

2. テキストの講読① ストレスの仕組み，心理学的ストレスモデル 

3. テキストの講読② ストレスと対処，認知行動療法 

4. テキストの講読③ ストレスと心の健康，マインドフルネス 

5. テキストの講読④ ポジティブ心理学 

6. テキストの講読⑤ 生活習慣と行動変容 

7. テキストの講読⑥ 健康行動教育 

8. 小まとめ 

9. レポート発表とディスカッション① 

10. レポート発表とディスカッション② 

11. レポート発表とディスカッション③ 

12. レポート発表とディスカッション④ 

13. レポート発表とディスカッション⑤ 

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） 

講義担当者が配布資料を事前に Blackboardにアップロードするので，発表担当者でなくても参加者は資料を印刷し，読み込んで

くること。また発表担当者は，レジュメを作成し，事前に講義担当者にメールで送付する。 

 

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%)/レジュメおよびレポートの作成・発表(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業内および Blackboard にて指示・配布する 

 

参考文献（Readings） 

1. 森和代ほか、2012 年、『よくわかる健康心理学』、ミネルバ書房 

2. 小杉正太郎、2006 年、『ストレスと健康の心理学』、朝倉書店 
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3. 大竹恵子、2016 年、『保健と健康の心理学』、ナカニシヤ出版 

その他は講義内で指示する 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

事前の資料配布や復習用資料の配布を Blackboard 上にて行うので，参加者は講義前に必ず Blackboard を確認するようにして

ください。 

 

注意事項（Notice） 
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■FH619 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

立教ゼミナール                     新座(Niiza) 

(Seminars for Students of Rikkyo University) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 

地域に飛び出す「地域創造人材」に求められる基礎知識 

Introduction to basic knowledge for regional creation human resources. 

担当者名 

（Instructor） 
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） 

日本語 

(Japanese) 

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） 

 あなたは「地域」と聞いて、どんな風景が浮かんできますか。豊かな自然や歴史に育まれた伝統行事、その場に根付く地場産業

などでしょうか。グローバル化が進み、東京という巨大都市でさえ地球の中では「地域化」してしまう令和の時代に、あえて地域に

こだわってみたいと思います。特別なものや、特別な人がいるわけではない、日本のどこにでもある地域の魅力と創造を考えま

す。 

 

What images does the word "region" inspire? Traditional events nurtured by rich nature and history? Local industry taking root? 

In the age of Reiwa, where globalization has progressed and even the megacity of Tokyo has become "localized," I would like to 

stick to the area. Even when there are no special landmarks or people, localities everywhere in Japan are filled with charm and 

creativity.  

 

授業の内容（Course Contents） 

 地球的な視点で文明の軸を見直そうと始まった SDGｓを切り口に、地域の課題を掘り下げていきます。激しく厳しいわけでもな

く、かといって成長の道筋が見えているわけではない混沌、複雑化する地域課題を、日本の縮図でもある埼玉の各現場で取り組

んでいる専門家をゲストスピーカー（GS）に招きます。予定としては、地方公務員（管理職）、地域で起業した若手経営者、地方議

会議員などに最先端の話をうかがいます。これら GSの講義をもとに、地域の魅力をさらに磨き、日本と世界の「地域」が連帯で

きる未来図を皆さんと話し合いたいと考えています。 

 

From the perspective of the SDGs, which began to review the axis of civilization from a global perspective, we will delve into 

regional issues. The challenges of the region are often invisible but are chaotic and complicated, with no clear path to growth. 

Using Saitama Prefecture as an example, we will study this issue, inviting experts working on the cutting edge at each site to be 

guest speakers. Based on these lectures, we will further refine the appeal of the region and create a vision of the future where 

the Japanese region can unite the world. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

 あなたにとっての「地域」はどこですか。そこは好きですか、嫌いですか。それはなぜですか？ どうしてこの授業を受講し

たのか、受講者の皆さんと共有していきます。 

2. SDGｓ概要 

 SDGｓについて、概論的に扱います。この授業では、地域が直面するテーマを複数取り扱います。その中で、どうしてこの

テーマを取り上げるのか、と立ち返る時の基本的な軸になるのが SDGｓです。 

3. 中小企業と SDGｓ 

 埼玉県の経済人団体である埼玉経済同友会では SDGｓを活かした中小企業経営に注目しています。なぜ、地域の中小

企業が SDGｓに注目するのか、を考察します。 

4. 地域福祉 

 地域の貧困問題を考えます。日本では、見えにくい「相対的な貧困」が身近な課題になっています。なぜ見えにくいのか。

その実態と地域の貧困とどう向き合うか考えます。 

5. 農業の未来 

 農業と共生してきたはずの地域ですが、そのバランスが大きく崩れています。地域の元気と環境を保全する農業の魅力を

考察します。その上で、農業のこれからを考えます。 

6. 自然との共生 

 近年、日本国内では里山や小河川が急速に消えています。開発反対だけでは、地域の自然は保護できない時代です。自

然環境を創造する人、保全する人、活用する人たちはいかにかかわっていけばいいのか検討します。 

7. 地域における人権問題 

 しょうがいの有無や、国籍、人種、ジェンダー、慣習など様々な障壁が現代社会を生きる私たちを取り巻きます。しかしな

がら、先人たちの努力によって、また時代の変化によって見えにくくなった人権問題「同和問題」が残る地域も依然として存

在しています。地域の人権問題とは何か考えます。 

8. 自ら守る 
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 2019 年は自然災害の多い年でした。地域の安心安全の担い手は警察・消防だけではありません。地域の防災の最前線

にいるのが地域防災組織です。今回はその中でも消防団に焦点を当て、その役割、現状、未来を考えます。 

9. 地域で起業する 

 就職先がないなら、起業しよう‐。近年では、多くの若者が地域でのビジネスの世界でチャレンジしています。地域で起業

するとは、どういう思いがあってのことなのか。そしてどうすれば、起業できるのか、困難な点をどのように乗り越えてきてい

るのか。地域で実際に起業し、地域ビジネスに取り組んでいる若手経営者に聞きます。 

10. 自治体経営 

 地域創造の先頭に立つのは、やはり自治体といえるでしょう。立教の先輩たちの多くが自治体経営の中心で活躍していま

す。なぜ自治体職員（地方公務員）になったのか、苦労していることは何か、自治体に未来はあるのか、地方公務員として

活躍している立教の先輩から実例を紹介してもらいながら、講義をしていただきます。 

11. 教育格差と地域 

 世帯収入と子供の学力の相関関係が指摘されています。教育機会をいかに平等にして、地域の健全な競争を確保してい

くかが大きな課題です。官民挙げての教育格差是正の動きを考えます。 

12. ローカルメディアの役割と未来 

 私は大学卒業後、埼玉県の県紙「埼玉新聞」で報道、編集、営業、経営の各分野で働いてきました。インターネット社会の

中でローカルメディアは必要とされているのかどうか常に考えてきました。変わるメディア環境と地域とのかかわりについ

て、検討します。 

13. 地域の政治家になるとは 

 地方自治体の議員や首長、国会議員など立教の卒業生が政治の世界で活躍しています。地域の伝統と現状そして政治

の観点から考えるとはどういうことなのか、実際に議員活動をしている議員の講義を通して考察します。 

14. まとめ 

 授業で取り上げたさまざまな地域課題の中から、自らが選んだ地域の課題をまとめ、発表してもらいます。 

 

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

１）初回授業までに、自分の地元の自治体（都道府県および市町村）の公式 WEB サイトを閲覧し、人口構成や世帯数、主要産業

を調べておいてください。 

２）２回目以降の準備学習については毎時、指示します。 

３）居住地の新聞の地域面に目を通しておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

平常点(100%) 

平常点の内訳は、講義・議論への参加状況(60%) 、リアクションペーパーの内容（20％）、最終レポート(20%)。自分の考えているこ

とを表現することを重視します。積極的な議論への参加を期待します。 

 

テキスト（Textbooks） 

授業時に資料を配布します。 

 

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)） 

 私は、埼玉新聞社に勤務しており、県庁記者から始まり、埼玉新聞社社長まで経験しました。この間、埼玉県の様々な分野、地

域の方々と出会い、地域のすばらしさについて文字通り、五感を通して、新聞を通して伝えてきました。 

 昨今、世界的に地域の疲弊や衰退が報じられています。しかし地域には日本と世界を元気にするタネがたくさん埋まっていま

す。芽吹きを待つ小さな種を土の中に見つけて育てていける人材こそが、「地域創造人材」です。このゼミナールを通して、自分

の地域を見直す視点を得て、行動してほしいと思います。 

 

注意事項（Notice） 
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■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(Niiza) 

(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） 
 

学期 

（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） 

日本語 

(Japanese) 

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。身近な課題として日常的に具体的な議論ができ

る。これらが目標である。 

 

The student can understand the current status of life sciences and advanced medical technologies in line with individual health 

and medical demands called personalized medicine or precision medicine together with the scientific and social backgrounds. 

The student can consider the problems and future prospects. The student can routinely discuss specific issues as familiar 

issues. These are the goals. 

 

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

基礎知識を身に付け、自ら考え決めていくことができる素材の提供を目指したい。 

 

We will comment on the achievements of today's life sciences and advanced medical technologies that we often hear about in 

the media, etc. from the viewpoint of realization of the hope to improve individuals' physical health and diseases. We will aim to 

provide materials so that students can acquire basic knowledge according to their own interests and think on their own in 

various scenes from natural science principles to medical treatment, bioethics, and social welfare scenes. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 全体概要 

2. 不妊の原因と治療の実際 

3. 生殖医療技術の原理と問題点 

4. 再生医療の可能性 

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. 終末期医療・延命治療 

12. 脳死と臓器移植、植物状態 

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） 

毎回課題 2 題を出題、提出された解答を採点し合計して評価(100%) 

【変更前】筆記試験(Written Exam)70%, 平常点(In-class Points)30% (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） 
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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(Niiza) 

(Universities And Science Technology) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
現代社会人の教養として大学での学びを位置付け直す 

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） 

日本語 

(Japanese) 

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） 

現代社会はすでに社会それ自体が科学技術に依存している。AI、自動運転、ロボティクス、再生医療等の実装により社会は科学

技術化の度合いを益々高めると予想されるが、より良い社会の実現のためには私たち一人一人が文・理の枠を超えて議論でき

るようになる必要があろう。 

そこで本授業では、受講者が科学技術と社会の将来を議論できるようになることを目的とし、科学技術の歴史的な変遷および科

学技術が社会に浸透するに至った経緯とその際の大学の役割を学ぶ。これらの知識の獲得を通じて、受講者は自身の大学での

学びを多角的に見つめなおし、今後の学び方や学びの活かし方を自ら描けるようになるだろう。 

 

Modern society is already dependent on science and technology. It’s assumed that society’s dependence on science and 

technology will increase with the inclusion of technology such as AI, robotics, automated driving systems, and regenerative 

medicine. But further discourse, by each and every one of us, is necessary to develop an even better society. 

The goal of this course is to give participants the knowledge and skills to discuss the future of science, technology and society. 

They will learn the development of science and technology, and the process of it becoming the basis of society throughout 

history, as well as the universities’ role in this matter. With this course, participants will be able to more deeply understand the 

significance of what they are learning in university as a whole, and create a vision for the application of their studies. 

 

授業の内容（Course Contents） 

受講者は、まず講義を通じた科学技術と大学に関する知識のインプットを行う。科学の歴史的な変遷。科学と科学技術の違い。

大学と科学技術はいつどのように登場し、どんな過程を経て現在の姿に至ったか等を学ぶことで、大学における学びの意味を問

い直す。講義は、講師との対話やスモールディスカッションを挟みながら、インタラクティブに進められる。 

講義終盤では、それまでに得た知識や視点を総動員し、科学技術と大学の将来についての調査・テーマ設定・討議・発表を、グ

ループワークを通じて行う。試験は行わないが、受講者には授業への積極的な参加が求められる。 

 

Participants will first learn basic knowledge of science, technology and universities; the change of science across history, the 

difference between science and techno-science, when and in what way universities and techno-science emerged, and how they 

developed into their current states. Through this, we reexamine the significance of what one is learning in university. The course 

will be interactive, based on discussion between the instructor and participants. 

When the course ends, participants will engage in group work such as research, choosing themes, discussion and presentation. 

There will be no exam, but active participation is required.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 古代から中世の科学・技術① 

3. 古代から中世の科学・技術② 

4. 大学の誕生① 

5. 大学の誕生② 

6. 近代科学の成立① 

7. 近代科学の成立② 

8. 科学技術の誕生① 

9. 科学技術の誕生② 

10. 現代における大学と科学技術① 

11. 現代における大学と科学技術② 

12. グループワーク① 

13. グループワーク② 

14. グループワーク③およびまとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 
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各回の予習と復習として、テキストの該当箇所および配布資料を読み込むこと。また、グループワークでは発表内容の調査・検

討・資料作成を行うため、授業時間外でメンバー同士のコミュニケーションが求められる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業参加度(50%)/グループワーク(30%)/レポート(20%) 

レポートは定期試験扱いではなく、授業中に回収する。また、レポートの課題図書としては、下記参考文献を予定している。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 2019、『アカデミア世界史』、浜島書店 (ISBN:978-4-8343-2026-8) 

 

参考文献（Readings） 

1. ジャレド・ダイヤモンド他著，吉成真由美インタビュー・編、2012、『知の逆転』、NHK 出版 (ISBN:978-4-14-088395-2) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■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） 
仏教の歴史・思想・説話 

担当者名 

（Instructor） 
林 隆嗣(HAYASHI TAKATSUGU) 

学期 

（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） 

日本語 

(Japanese) 

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） 

古代インドにおける仏教の成立過程をブッダ（釈尊）の生涯とともに概観して、仏教思想の基本的な特徴を理解し、さらにインド説

話の世界的な広がりについて考察しながら仏教の世界を様々な側面から捉えることを目標とする。 

 

This course aims to capture the Buddhist world from various perspectives, overviewing the process of the formation of 

Buddhism in ancient India together with the life of Buddha (Sakyamuni), understanding the basic features of the Buddhist 

thought, and, considering the blobal spread of Indian narratives. 

 

授業の内容（Course Contents） 

古代インドの歴史的、社会的、思想的背景を探り、そこから普遍宗教として世界に広まった仏教がどのようにして成立したのかを

明らかにし、主にパーリ仏典に基づいてブッダの生涯（仏伝）とその基本思想を解説する。さらに、日本でも有名な仏教の説話を

とりあげ、それらの源流と東西への伝播について考察していく。 

 

In this course, we will investigate the historical, social and philosophical background of Buddhism in ancient India, clarify how 

Buddhism was established as a universal religion spreading to the world. We will also examine the life of the Buddha and his 

thought. Furthermore, the origin and transmission of the Buddhist narratives which are famous in Japan are considered. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 講義全体の説明、受講に際しての注意など 

2. 仏教の成立背景①アーリヤ人の宗教と古代インドの社会 

3. 仏教の成立背景②輪廻の思想と出家修行者たち 

4. ブッダの生涯①誕生～四門出遊 

5. ブッダの生涯②悟りと説法の旅 

6. ブッダの生涯③入滅 

7. キリスト教に伝わったブッダの伝記 

8. 仏教の基本思想と救済論 

9. 仏教における時間意識と宇宙論 

10. 仏教における慈悲と愛 

11. 仏教と世界の説話①「猿の生き胆（くらげのおつかい）」 

12. 仏教と世界の説話②「子引き裁判」 

13. 仏教と世界の説話③「姥捨て山」 

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） 

授業内に 2 回（10％、20％）行う小テスト(30%)/リアクションペーパーの内容(40%)/最終テスト(Final Test)(30%) 

3 分の 2 以上の出席をしていない場合は、単位取得不可。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 中村元・三枝充悳、2009、『バウッダ[佛教]』、講談社 (ISBN:9784062919739) 

2. 菅沼晃・渡辺章悟、2011、『ブッダを知る事典』、佼成出版社 (ISBN:9784333024995) 

 

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

宗教思想と文化  

(Religious Thought and Culture) 

担当者名 

（Instructor） 
ムスリン イ－リヤ（MUSULIN ILJA） 

学期 

（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） 

日本語 

(Japanese) 

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） 

本コースでは、宗教を中心に日本の思想史を学ぶとともに、多種多様な宗教信仰と実践が日本文化の形成過程や歴史的変貌に

おいて果たした役割を考えていく。 

日本の諸宗教に関する基礎知識を取得し、宗教関連の諸問題を様々な視点から考える態度・能力を身に付けることが本コース

の到達目標である。 

 

In this course, by studying the history of Japanese religious thought, we examine the role that various religious beliefs and 

practices played in the formation of Japanese culture. The main goal of this course is acquiring basic knowledge of Japanese 

religions, but we also attempt to develop the custom and ability to think about social and cultural issues from different 

viewpoints, which is very important for critical thinking and nurturing an atmosphere of understanding and respect for different 

worldviews and value systems. 

 

授業の内容（Course Contents） 

本コースの授業では歴史をたどりながら日本における宗教（神道、仏教、道教、儒教、キリスト教、新宗教など）について学んでい

く。 

 

This course looks at the historical development of religious thought in Japan by examining various religions, such as Shinto, 

Buddhism, Taoism, Confucianism, and Christianity. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 第 1 回 コース紹介。有史以前の日本列島における宗教。 

Course introduction. Religion in prehistoric Japan. 

2. 第 2 回 神道（一） 

Shinto (I)  

3. 第 3 回 神道（二） 

Shinto (II)  

4. 第 4 回 神道（三） 

Shinto (III) 

5. 第 5 回 日本の仏教（一） 

Japanese Buddhism (I) 

6. 第 6 回 日本の仏教（二） 

Japanese Buddhism (II) 

7. 第 7 回 日本の仏教（三） 

Japanese Buddhism (III) 

8. 第 8 回 レポート試験に関する指導 

Guidelines for writing the term-end paper. 

9. 第 9 回 山岳信仰と修験道。日本におけるシャーマニズム 

Mountain worship and Shugendo. Shamanism in Japan. 

10. 第 10 回 日本における儒教思想（一） 

Confucian thought in Japan (I) 

11. 第 11 回 日本における儒教思想（二） 

Confucian thought in Japan (II) 

12. 第 12 回 日本におけるキリスト教（一） 

Christianity in Japan (I) 

13. 第 13 回 日本におけるキリスト教（二） 

Christianity in Japan (II) 

14. 第 14 回 日本の新宗教; 現代日本人の宗教観 

Japanese new religions. The religiosity of the contemporary Japanese 
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授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

本コースの履修者は、期末レポートの執筆のため、日本の宗教を題材とした書籍を一冊読まなければならない（具体的なテーマ

は自由）。 

Students taking this class will be required to read one book on Japanese religions of their own choosing, for the purpose of 

writing the term-end paper. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(70%)/授業への取り組み（授業参加 15％、出席率 15%）(30%) 

Term-end paper 70%, Classroom attitude 30% (Participation in discussion 15%, attendance 15%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業毎にプリントを配る。 

Handouts will be distributed in each lesson. 

 

参考文献（Readings） 

授業毎に指示する。 

Relevant reading material will be introduced in each lesson. 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■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） 

日本語 

(Japanese) 

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） 

レポート試験(Report Exam)(100%) 

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。                     【変更前】筆記

試験(Written Exam)60％，平常点(In-class Points)40％（出席およびリアクションペーパー40％） 

 

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） 

日本語 

(Japanese) 

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。 

 

Students will understand Islamic thought in comparison with West Asian ideas such as Eastern Christianity and Zoroastrianism. 

 

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。 

 

We will place emphasis on the historical development leading to the formation and development of Islam. We will begin with the 

process of Islam being established in the cultural sphere of Eastern Christianity and Zoroastrianism in the late ancient period, 

and follow up to the development of a unique Islamic civilization by accepting philosophy and science under the influence of 

Hellenism. 

 

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） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/出席と毎回の課題(40%) 

2/3 以上の出席をしていない場合は，単位修得不可。<BR>【変更前】筆記試験(Written Exam)70%, 平常点(In-class Points)30% 

(出席および授業態度 30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 青木健、2019、『新ゾロアスター教史』、刀水書房 

2. 青木健、2012、『古代オリエントの宗教』、講談社 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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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） 
宗教学的思考を身につける 

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） 

日本語 

(Japanese) 

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。 

 

We will aim to be sensitive to the word "religion" through a multi-dimensional examination of the concept and term of "religion", 

and genealogical consideration. 

 

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 世紀後半以降の宗教研究

の流れを紹介しながら、「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。 

 

This class is not a commentary on individual religions, but a reflection on the concept and the term of "religion". Specifically, 

introducing the flow of religious studies since the late 19th century, we would like to consider the position of "knowing about 

religion," rather than "believing" or "moving away from" it. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. はじめに： 宗教学の言説空間。日本は本当に「無宗教」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）： 宗教起源論その１ 

5. 「宗教」はどのように研究されてきたか（２）： 宗教起源論その２ 

6. 「宗教」はどのように研究されてきたか（３）： 神観念について 

7. レヴィ=ストロースによる問題提起 

8. マギア（呪術、魔術、魔法）論 

9. 時間と空間をめぐって 

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 世紀の神話学その１ 

12. 神話をいかに解釈するか（３） 20 世紀の神話学その２ 

13. 儀礼論 

14. 贈与論 

 

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

ブックリストの本を一冊でも多く読むこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(100%) 

【変更前】筆記試験(Written Exam)70%, 平常点(In-class Points)30% (中間レポート 30%) 

【変更前】レポート試験(Report Exam)70%, 平常点(In-class Points)30% (中間レポート 1回 30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

毎回レジュメを配布し授業を行う。 

 

参考文献（Readings） 

講義のなかで指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

教員作成のブックリスト 

https://ameblo.jp/pettazzoniano/entry-12476646103.html 
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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） 

日本語 

(Japanese) 

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。 

 

Students will learn the history and knowledge of human rights thought and develop the ability to think about the problems of 

diverse inequality and discrimination in modern society. 

 

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

ても有名な話である。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。 

 

Although "human rights" is considered to be a universal concept, it is very famous that "human rights of women" were 

excluded at the beginning of the process, which was mainly invented by white men. In this course, after first grasping the 

historical background of "human rights," we will take up specific problems in modern society, and give an overview of how each 

problem intersects with human rights and how human rights thought has developed. Through this course, students will develop a 

keen sense and imagination about the issues of social inequality and discrimination that are (said to be) difficult to see in 

everyday life. 

 

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. 労働と人権（１） 

11. 労働と人権（２） 

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） 

毎授業時のリアクションペーパー(50%)/第 1 回ミニレポート(25%)/第 2 回ミニレポート(25%) 

締切を過ぎてのリアクションペーパーの提出は受け付けない。事情がある場合は担当教員に必ず連絡をすること。 

【変更前】筆記試験(Written Exam)70%, 平常点(In-class Points)30% (リアクションペーパー兼出席票 30%) 

 

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） 
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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） 

じぶんごととして、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」を問いなおそう 

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） 

日本語 

(Japanese) 

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。 

 

In this class, the aim is that students become aware of gender and sexuality issues that bind us all on the premise of acquiring 

basic knowledge about human rights, especially "gender and human rights," and face issues in contemporary society with 

problem-awareness. 

 

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。 

 

Do you think that you have nothing to do with gender, such as "discrimination," and you don't need to think about 

discrimination or gender and sexuality? Gender and sexuality issues in modern society are at the point of being "invisible," and 

exist in various "educational" places such as school education, social education, and family education, etc. that we have all 

experienced so far and in daily life. And we grow up while "learning" those problems. In this class, the aim is that students first 

become aware of gender and sexuality issues that bind us, and then face issues in "society" with problem-awareness. 

 

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）「LGBT」=性の多様性？？？ 

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？～「炎上」と「人権」の関係性～ 

11. 「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～ 

12. 「まなざし」を問う （２）クィアペダゴジーと〈性〉 

13. 「まなざし」を問う （３）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） 

授業内で書いてもらうコメントや感想内容(35%)/中間課題(25%)/最終テスト(Final Test)(40%) 

受講者数を勘案して、個人・グループワークを取り入れる場合もあります。また、中間・最終課題は、知識の暗記ではなく、自分の

思考を整理し、論述すること求めます。 

 

テキスト（Textbooks） 
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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. 高橋哲哉、2012、『犠牲のシステム 福島・沖縄』、集英社 

3. 2015、『季刊セクシュアリティ 72 特集 性教育実践のためのキーワード 51』、エイデル研究所 

4. 渡辺大輔、2018、『性の多様性ってなんだろう? (中学生の質問箱)』、平凡社 (ISBN:4582837808) 

テキストや授業内で配布するレジュメ・資料は、中間・最終課題で利用していただきます。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. 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 

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 

5. パウロ・フレイレ、2011、『被抑圧者の教育学―新訳』、亜紀書房 

6. 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 

 

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「じぶんごと」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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■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） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

2012～2015 年度 1 年次入学者対象科目 立教 A科目 

オンデマンド授業 

 

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。 

 

Through learning and experiencing deaf people and sign language, students will acquire new perspectives for thinking about 

symbiotic society. 

 

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。 

 

We will consider deaf people as language and cultural minorities, sign language as natural language, and look at the mechanisms 

and structures specifically. We also deal with the relationships between deaf people, sign language and society from the aspects 

of education, law, and human rights, etc. 

 

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)） 

【オンデマンド授業  配信スケジュール】 
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第 1 回 9 月 22 日 

第 2 回 9 月 29 日 

第 3 回 10月 6 日 

第 4 回 10月 13 日 

第 5 回 10月 20 日 

第 6 回 10月 27 日 

第 7 回 11月 3 日 

第 8 回 11月 10 日 

第 9 回 11月 17 日 

第 10 回 11 月 24 日 

第 11 回 12 月 1 日 

第 12 回 12 月 8 日 

第 13 回 12 月 15 日 

第 14 回 12 月 22 日 

 

【変更前】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。 

 

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） 
動物から見たユーラシア交流史 

担当者名 

（Instructor） 
四日市 康博(YOKKAICHI 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） 
 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

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） 

東西ユーラシアにおける人・モノ・文化の移動・交流とその相互影響を題材として、身のまわりの社会・文化がユーラシアの影響を

受けていることを理解し、多角的・広域的な視野で思考することができるようになることを目標とする。また、文献や史料の扱い

方・調べ形を学ぶと共に、発表とディスカッションを通じて自身を意見を的確に伝達し、他者の意見から自身の改善点を汲み取る

ことができるようにすることにも留意する。 

 

In this course, we aim at getting the necessary skills of historical study, including obtaining information, understanding, and 

writing through research, presentation, and discussion concerning migration and transmission of materials, technics, and images 

in East-West Eurasia and Maritime Asia.  

 

授業の内容（Course Contents） 

古来から人・モノ・文化は東西ユーラシアを行き交い、相互の文化圏に影響を与えた。その身近な事例として「動物」或いは「動物

の意匠」を取り上げ、そこに見られる動物がそれぞれの地域でどのような意味を持ち、他地域に影響を与えたのかを考察する。

当科目はゼミナール形式をとるため、初回にテーマに関する解説をおこなう際に各自にテーマを設定させ、導入講義をおこなった

後に、発表・ディスカッションをおこなってもらう。 

 

In the course, we pick up the diffusion of animals and their designs in Eurasia. At the first time, you introduce your theme and 

we schedule your turn of the presentation. After the introductory lectures, you make a presentation about your topics, then we 

discuss what you presented. At the end of the course, you submit a report improved after the discussion. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 導入講義１ 

3. 導入講義２ 

4. 受講生の発表とディスカッション (1) 

5. 受講生の発表とディスカッション (2) 

6. 受講生の発表とディスカッション (3) 

7. 受講生の発表とディスカッション (4) 

8. 受講生の発表とディスカッション (5) 

9. 受講生の発表とディスカッション (6) 

10. 受講生の発表とディスカッション (7) 

11. 受講生の発表とディスカッション (8) 

12. 受講生の発表とディスカッション (9) 

13. 受講生の発表とディスカッション (10) 

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） 

初回に発表の順番と各自のテーマを決定します。導入講義や他人の発表を参考にして、自分のテーマについて情報収集・史料

講読をおこない、発表準備を進めてください。発表が終わった後はディスカッションや教員の講評を参考にして、レポート作成に向

けてさらに修正と推敲を進めてください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/ディスカッションへの参加と他発表への貢献(50%)/研究発表(10%) 

各自の初回発表時の完成度よりも、むしろディスカッションや追加調査・研究に基づく伸びしろを評価する。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 
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参考文献（Readings） 

初回授業時、および導入講義時にいくつか参考文献を提示します。 

 

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） 
英語語彙の特徴とその歴史 

担当者名 

（Instructor） 
唐澤 一友(KARASAWA KAZUTOMO) 

学期 

（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） 

日本語 

(Japanese) 

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） 

英語語彙に関する文献を講読しながら、英語語彙の歴史や性質についての造形を深めるとともに、英語圏の歴史・文化について

も学ぶ。 

 

This course aims to learn the history of English vocabulary as well as the historical, linguistic, and cultural backgrounds of 

English-speaking countries. 

 

授業の内容（Course Contents） 

毎回の授業で、教科書を 2 章ずつ（合計 6 ページ程度）講読し、そこに述べられた内容を確認し、また、その背後にある言語的、

文化的、歴史的背景について、発表したり話し合ったりしながら、英語語彙の歴史や英語という言語の性質について学びます。 

 

In each class of this course, we will read two chapters from the textbook (about six pages in total) and discuss their historic, 

linguistic, and cultural backgrounds with the aim of acquiring a deeper insight into the nature of the English language.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. The Story of English in 100 Words の序章講読 

3. The Story of English in 100 Words の講読およびそれに基づく発表・ディスカッション 1 

4. The Story of English in 100 Words の講読およびそれに基づく発表・ディスカッション 2 

5. The Story of English in 100 Words の講読およびそれに基づく発表・ディスカッション 3 

6. The Story of English in 100 Words の講読およびそれに基づく発表・ディスカッション 4 

7. The Story of English in 100 Words の講読およびそれに基づく発表・ディスカッション 5 

8. The Story of English in 100 Words の講読およびそれに基づく発表・ディスカッション 6 

9. The Story of English in 100 Words の講読およびそれに基づく発表・ディスカッション 7 

10. The Story of English in 100 Words の講読およびそれに基づく発表・ディスカッション 8 

11. The Story of English in 100 Words の講読およびそれに基づく発表・ディスカッション 9 

12. The Story of English in 100 Words の講読およびそれに基づく発表・ディスカッション 10 

13. The Story of English in 100 Words の講読およびそれに基づく発表・ディスカッション 11 

14. The Story of English in 100 Words の講読およびそれに基づく発表・ディスカッション 12 

 

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

教科書は英単語 100 語についての 100 の短いエッセイから成っています。授業では受講者の興味に合わせて、これら 100 のエ

ッセイの中から毎回 2 つずつを取り上げ、その内容を確認しながら、そこに述べられた内容の背後にある歴史的、言語的、文化

的背景について発表をしてもらったりディスカッションをしてもらったりします。授業前に必ず授業で扱う 2 つのエッセイを読み、内

容を確認し、ディスカッションに参加できるようにしてください。また、発表が当たっている場合には、準備を十分して授業に臨んで

ください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/授業内発表(40%)/授業への参加姿勢(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. David Crystal. 2012. The Story of English in 100 Words. Profile Books (ISBN:978 1 84668 428 9) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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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） 
「いのち」をめぐって 

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） 

日本語 

(Japanese) 

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。 

 

We will take up the ethical issues raised about "life," grasp the actual situation, and study "human dignity." 

 

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、「強制不妊手術」・「優生政策」・「代理出産」・「出生前診断」・「遺伝子操作」・

「脳死」・「臓器移植」等が考えられる。 

 

We will take up some of the ethical issues about "life" that we face today and inquire into "human dignity" as we deepen our 

examination. Specifically, we plan to create several groups according to the participants' interests, give research presentations 

and talks under each theme, and then deepen the whole discussion. Themes may include "forced infertility surgery," "eugenics 

policy," "surrogate birth," "prenatal diagnosis," "genetic manipulation," "brain death," and "organ transplantation," etc. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション  

2. 「生命倫理」の諸問題 

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)） 
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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） 
近代日本における差別問題と人権―部落問題を軸に 

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） 

日本語 

(Japanese) 

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。 

 

By looking back on the history of minorities in modern Japan while focusing on the Buraku problem, we will help students to 

acquire a "sensitivity toward others" and deepen their understanding of human rights issues. 

 

授業の内容（Course Contents） 

最も理解しにくいであろう部落差別問題を軸にしながら、明治維新から現代までの近現代社会の、アイヌ･沖縄・ジェンダー・ハン

セン病等の歴史を講義し、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。 

 

We will provide lectures on the history of the Ainu, Okinawa, gender, leprosy, etc. in modern society from the Meiji Restoration 

to the present, focusing on the problem of Buraku discrimination that will be most difficult to understand, and questioning the 

state of modern society in Japan. We want to deepen students' understanding of the subject while also including the viewing of 

movies, etc. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 部落問題とは何か 

3. 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 

4. 近代国家の成立と再編される身分 

5. 国民の境界とマイノリティ 

 被差別部落／沖縄／アイヌ  

6. 部落問題の「発見」―部落改善政策の開始 

7. 米騒動／人種平等／自力解放運動の成立 

8. アジア・太平洋戦争と動員される差別 

 ハンセン病／被差別部落／女性／植民地 

9. 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） 

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（２） 

11. 引きなおされる境界―帝国の解体／戦後からの出発 

12. 市民への包摂と排除 

13. ドキュメンタリー映画「人間の街―大阪／被差別部落」（1987 年）を読み解く 

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） 

予め指示したテキストの該当範囲を読み，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） 

1. 黒川みどり、2011、『近代部落史』、平凡社新書 

 

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、2016、『創られた「人種」―人種主義と部落差別』、有志舎 



 

 - 1272 - 

3. 黒川みどり、2016、『入門被差別部落の歴史』、解放出版社 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

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） 
 

学期 

（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） 

日本語 

(Japanese) 

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や、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。 

 

Students will learn about how "diplomacy" actually relates to the "human rights" of people living their daily lives, such as 

human rights issues that have arisen in Japanese diplomacy, and human rights issues that Japanese diplomacy has been trying 

to solve and will think about how they can be involved in each issue as members of society.   

 

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。各問題やそ

れぞれの当事者の状況・立場を理解した上で、なぜその問題が生じたか、これまでに各国政府や国際機関、市民社会等が解決

のためにどのような努力を払ってきたのか、今後どのような解決方法がとられうるのか等について検討する。 

 

The course will provide a broad overview of human rights issues that have arisen in Japanese diplomacy and human rights 

issues that Japanese diplomacy has been trying to solve. After understanding the issues and the situation and position of each 

party, we will examine why did the issues arise; what efforts have been made by governments, international organizations, and 

civil society, etc. to date; and what kind of solutions can be considered in the future.  

 

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. 日中・日韓関係（１） 

6. 日中・日韓関係（２） 

7. 在日外国人 

8. 難民 

9. 開発援助（１） 

10. 開発援助（２） 

11. 国際人権システム（１） ・女性の権利 

12. 国際人権システム（２） 

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、必要に応じて別途指示する。 現在起きている出来事に注目しながら授業を進めるので、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期待される。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(70%)/毎回のコメントシート(30%) 

【変更前】筆記試験(Written Exam)70%, 平常点(In-class Points)30% (最終テスト(Final Test)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. 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) 

2. 芹田健太郎ほか、2017、『ブリッジブック国際人権法』（第２版）、信山社 (ISBN:4797223588) 
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参考文献は、随時必要に応じて指定する。 

 

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） 
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） 

日本語 

(Japanese) 

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。 

 

The aim of the course is for each student to broaden their view of universities and reflect on their own student life. 

The objectives are as follows: 

1) Students will understand the past and current situation of university education and become able to express opinions on the 

topic. 

2) Students will become able to express their thoughts about how they have related to university education in the past and how 

they will relate to it in the future. 

 

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。 

 

Students will learn about the history and current situation of universities, and the social situation behind them, focusing on 

educational functions and student life. In the process, students will have an opportunity to reflect on their own campus life as 

appropriate. 

The method of the course will be as follows: 

1) Classes will be composed of lectures, group work, and discussions, etc. 

2) We will emphasize dialog among class participants (talking, listening, reading, and writing). 

3) We will consider the number of students, and if possible, create opportunities for group presentations. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 自分にとって大学とは 

3. 大学と学生生活の誕生 

4. 日本の大学制度の成立と略史 

5. 大学教育・学生生活のレリバンス 

6. グループ発表課題の説明とグループワーク 

7. 大学の教育・学習の動向 (1)政治・経済の観点から 

8. 大学の教育・学習の動向 (2)学習論の観点から 

9. 大学の教育・学習の動向 (3)メディア・情報技術の観点から 

10. 大学教育の費用とその負担のありかた 

11. 大学の研究機能 

12. 人文社会系大学教育の意義とは 

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） 
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グループ発表が可能な場合、発表に向けたオンラインでのグループワークを授業内外で進めてもらいます。グループへの積極的

な貢献を一人一人に求めます。そのほか、 文献を読む、コメントを用意してくる等の課題を出します。「その他」の欄もよく読んで

履修を検討してください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

小テスト(30%)/授業内課題（グループ発表含む）(40%)/期末の授業内確認テスト(30%) 

グループ発表について：グループでテーマを設定し、オンラインでの発表とディスカッションを企画・実践する。履修者数が少なけ

れば個人発表とし、多ければ代替課題を検討する。 

【変更前】筆記試験(Written Exam)60%, 平常点(In-class Points)40% (授業内で取り組む課題、授業外で取り組む課題 40%) 

 

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) 

5. 古川安、2018、『科学の社会史―ルネサンスから 20 世紀まで』、筑摩書房 (ISBN:9784480098832) 

※その他の文献は授業中に紹介します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

教員と学生が、また学生同士が対話する双方向のやりとりを毎週行います。そのようなオンライン授業を希望するかどうか、よく

検討して履修してください。履修者には積極的な参加を求めます。 

 

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） 
「社会」をどのように捉えるべきか－思考と議論－ 

担当者名 

（Instructor） 
岡部 桂史(OKABE KEISHI) 

学期 

（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） 

日本語 

(Japanese) 

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） 

本授業の目的は，現在の日本社会を形成している「キーワード」について，思考し，議論することを目的としています。本授業を通

して，日本社会の「現在」と「未来」を見通すための共通のプラットフォームを構築したいと考えています。本授業の目標は，受講

者が日本社会を取り巻く様々な問題について，根拠に基づいて考え，他者と建設的な議論を行えるようになることです。 

 

The purpose of this class is to think and discuss the "keywords" that make up the current Japanese society. Through this 

class, we hope to build a common platform for seeing the "present" and "future" of Japanese society. The goal of this class is 

to allow students to think about various issues in Japanese society based on evidence and to have constructive discussions 

with others. 

 

授業の内容（Course Contents） 

授業では受講者を 5 名程度のグループに分け，発表班（各２グループ）による各テーマのプレゼンテーションを行い，発表班の考

えた各テーマに関する「問い」に基づき，ディスカッションを行います。発表班の「問い」は，ディスカッションを有意義に進められる

ものが求められます。また，発表班以外の参加者も，事前に各回の該当部分のテキストを読み込み，各テーマについて，自身の

考え・立場を明確にしておく必要があります。自身の考え・立場は，単なる「思いつき」では有意義な議論になりません。きちんとし

た根拠を踏まえて，自身の考え・立場を考える必要があります。 

 

In class, students are divided into groups of about 5 students. Presentation groups (2 groups each) will give presentations on 

each theme. After that, students will discuss based on "questions" on each theme that the presentation group considered. The 

“questions” of the presentation group are required to be able to conduct discussions meaningfully. Also, other students need to 

read the text of the relevant part of each time in advance. Students need to clarify their ideas and positions for each theme.A 

student's thoughts and positions are not meaningful discussions if they are merely “shallow thoughts”. It is necessary to 

consider your own thoughts and positions based on proper grounds. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス－「反知性主義」への抵抗－ 

2. 図書館ガイダンス－情報検索講習会－ 

3. テーマ「GDP」－「社会のよさ」とは何だろうか－ 

4. テーマ「勤労」－生きづらさを加速させる自己責任の社会－ 

5. テーマ「時代」－時代を分けることと捉えること－ 

6. テーマ「多数決」－私たちのことを私たちで決める－ 

7. テーマ「運動」－異議申し立てと正統性－ 

8. テーマ「私」－自分の声が社会に届かない－ 

9. テーマ「公正」－等しく扱われること－ 

10. テーマ「信頼」－社会を支えるベースライン－ 

11. テーマ「ニーズ」－税を「取られるもの」から「みんなのたくわえ」に変える－ 

12. テーマ「歴史認識」－過去をひらき未来につなぐ－ 

13. テーマ「公」－「生活の場」「生産の場」「保障の場」を作りかえる－ 

14. テーマ「希望」－「まだ－ない」ものの力－ 

 

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

事前に授業計画を参考にテキストの該当章を読み，各章末の参考文献を参考にして図書館等でテーマについて調べておけば，

理解がさらに深まる。また，政治・経済・歴史の知識に不安のある学生は，高等学校レベルの政治経済・世界史・日本史の教科

書・参考書に目を通しておくと良い。その他，必要に応じて Blackboard 等により指示をする。  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業参加度(30%)/プレゼンテーション(35%)/ディスカッション(35%) 
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テキスト（Textbooks） 

1. 井手英策ほか、2017、『大人のための社会科－未来を語るために－』、有斐閣 (ISBN:9784641149205) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

【授業形態】ゼミナール形式。 

【課題に対するフィードバック】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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■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） 
宗教社会学入門 

担当者名 

（Instructor） 
小池 靖(KOIKE 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） 
 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

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） 

現代社会における宗教現象について理解を深める。全学部学生に対し開かれた、宗教社会学の入門的なゼミナールを目指す。 

 

Students will deepen their understanding of religious phenomena in modern society.  This class aims to be an introductory 

seminar on sociology of religion, open to all undergraduate students. 

 

授業の内容（Course Contents） 

現代宗教社会学に関する基礎的な文献を輪読したあと、各自のテーマを決め、パワーポイントによる発表をおこない、最終レポ

ートを作成する。 

 

After reading the basic literature on modern sociology of religion, each student decides on his or her own topic, makes a 

presentation in PowerPoint, and submits a final report. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 全体案内・自己紹介 

2. 日本の宗教 

3. 新宗教 

4. 社会問題化する宗教 

5. スピリチュアル・ブーム 

6. 葬墓文化 

7. 政治と宗教 

8. 宗教社会学の方法 

9. 個人発表１ 

10. 個人発表２ 

11. 個人発表３ 

12. 個人発表４ 

13. 個人発表５ 

14. 個人発表６ 

 

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） 

発表／レポート(70%)/その他の要素（出欠、リアクションペーパー、授業への貢献度など）(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 高橋ほか編著、2012、『宗教と社会のフロンティア』、勁草書房 

 

参考文献（Readings） 

随時指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

諸注意 

https://ykoike.hatenablog.com/entry/2018/09/12/232738 

 

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） 

政治思想の基礎概念について学ぶ 

(Introduction to the study of key political ideas) 

担当者名 

（Instructor） 
松田 宏一郎(MATSUDA KOICHIRO) 

学期 

（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） 

日本語 

(Japanese) 

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） 

政治について考え、論じるために基礎となる概念について学び、概念の分析、それを用いた討論およびライティングの能力を伸

ばすことを目的とする。 

 

This course introduces students to studying and debating about key political concepts. Students will develop and extend their 

skills in conceptual analysis, argument, and writing. 

 

授業の内容（Course Contents） 

政治において鍵となる概念、特に自由、平等、基本的人権、民主主義といった基礎的かつ重要な概念の意味、歴史的変遷、現代

的用法について学ぶ。履修者は授業で指定された文献を読み積極的に討論に参加することを求められる。 

 

This course introduces key concepts and ideas underpinning contemporary politics including liberty, equality, fundamental rights, 

and democracy. These concepts' functions in our daily life will be examined, and students will be required to read assigned 

materials and participate actively in the discussion. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業の狙いと構成 

2. 「自由」の概念（1） 

3. 「自由」の概念（2） 

4. 「平等」の概念（1） 

5. 「平等」の概念（2） 

6. 「人権」の概念（1） 

7. 「人権」の概念（2） 

8. 「民主主義」の概念（1） 

9. 「民主主義」の概念（2） 

10. 理性的な政治的討論とはどのようなものか（1） 

11. 理性的な政治的討論とはどのようなものか（2） 

12. 合理的決定と民主的決定は同義か（1） 

13. 合理的決定と民主的決定は同義か（2） 

14. まとめと総合討論 

 

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

授業で読むべき文献を指示するので、それを準備として読み、内容を整理して理解しておき、授業での討論に活かす準備をす

る。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(40%)/授業内での討論(30%)/課題文献に関する理解を試す質問への答え(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

政治の基礎概念について読むべき文献の抜粋を初回の授業で配布する。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

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

日本語 

(Japanese) 

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。 

 

Students will be able to correctly understand bookkeeping and financial statements. First, students will understand the basic 

structure of bookkeeping. Second, students will become able to read prepared financial statements correctly. Third, we would 

like to deepen students' understanding of accounting by discussing the role of accounting today. 

 

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。 

 

This course will be divided into the following first half and second half. 

In the first half, learning will focus on practice questions to master double-entry bookkeeping. In the second half, we would like 

to broadly discuss the basic and important financial statements and provide an explanation of accounting standards and the role 

of accounting today. 

 

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 
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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 

 

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） 

日本語 

(Japanese) 

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。 

 

In this course, we aim to deepen students' understanding of the complex issues found in all parts of the world, such as "war, 

media and popular culture" while taking up the theme of media use in Japanese colonial lands and occupied territories during 

the Second World War. 

 

授業の内容（Course Contents） 

本科目では、戦時期の日本とその占領地に焦点を当てて、日本のメディア・文化政策について具体的な歴史資料を用いて検討を

行う。戦争とメディアと大衆文化の結びつきは第一次世界大戦以降、現代にいたるまでそのかたちを変えつつも、深化している。

特に音声や図像、映像などの非文字史料はその「わかりやすさ」と訴求力ゆえに多用されてきた。本科目では、非文字史料の批

判的解釈を実際に行っていく作業を通じて、戦争・メディア・大衆文化の結びつきの深さ、また日本と占領地の文化的相互理解の

問題について、理解を深めていく。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くとともに、受講者とともに資料を検討することで、メディアを読み解くスキルを広げていく。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。 

 

This course focuses on Japan during the war and its occupied territories and examines Japan's media and cultural policy using 

specific historical data. The connections between war, media and popular culture have deepened since the First World War, 

changing its form to the present day. In particular, non-text materials such as voice, images, and video have been used 

extensively because of their "easy-to-understand" aspect and appeal. In this course, we will deepen students' understanding of 

the depth of ties between war, media and popular culture, and the issue of mutual cultural understanding between Japan and 

occupied territories through the work of actually making critical interpretations of non-literature materials. Besides, we will 

invite four guests as examples of media culture policy research. In addition to learning various perspectives on war, media, and 

popular culture, we will expand the skills required to read and understand media by examining materials with students. Finally, 

students will create reports on war and media according to their interests. The materials to be handled will be selected based 

on the students' interest. Also, the schedule may be changed at the guests' convenience. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクションおよびメディア論への導入 

2. 文献についての検討：戦時メディア論 

3. 文献についての検討：帝国日本のメディアと文化 

4. 文献についての検討：日本人の占領体験 

5. 文献についての検討：メディア政策 

6. ゲストによる事例研究の紹介と資料の検討 1：戦時期非文字資料の現状と公開状況について 

7. ゲストによる事例研究の紹介と資料の検討 2：映画 

8. ゲストによる事例研究の紹介と資料の検討 3：音楽 

9. ゲストによる事例研究の紹介と資料の検討 4：図像資料 

10. 資料に関するグループ発表：図像資料(1)マンガ 

11. 資料に関するグループ発表：図像資料(2)美術 

12. 資料に関するグループ発表：音声資料 

13. 資料に関するグループ発表：映像資料 

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。 
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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） 

必要な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、2018、『新版 現代メディア史』、岩波書店 (ISBN:978-4000289207) 

2. 佐藤卓己、2018、『ファシスト的公共性――総力戦体制のメディア学』、岩波書店 (ISBN:978-4000612609) 

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) 

4. 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) 

5. 河西晃祐、2016、『大東亜共栄圏 帝国日本の南方体験』、講談社 (ISBN:978-4062586344) 

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。メディアを検討し

ていくには、単に社会学的な観点のみならず、歴史史料を批判的に読み解いていく歴史学的アプローチ、テクストを解釈していく

文学的アプローチ、権力についての深い洞察を行う政治学的アプローチ、人間の経済的営為を明らかにしていく経済学的・経営

学的アプローチ、メディアのテクノロジーについて考察する自然科学的アプローチなどさまざまな方法がある。参加者それぞれが

専門的学知をもって取り組むことを強く期待したい。 

 

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） 
台湾・中国・日本をとりまく諸問題 

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） 

日本語 

(Japanese) 

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、台湾・中国・日本の政治、軍事、安

全保障、日中米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。 

 

Upon completion of the course, students will have a basic ability to analyze the issues of politics,military  and security in 

Taiwan, China and Japan, and Japan-China-US-Taiwan relations by utilizing their improved knowledge of a variety of issues in 

East Asia gained from the course. 

 

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する台湾・中国・日本を取り巻く諸問題を取り上げて解説し、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。時間配分は①前回のコ

メントペーパーの紹介と質問への回答 10 分、②当日の主題解説 40 分、③討論 40 分、④コメントペーパーの記述 10 分、を目安

とする 

 

This course provides detailed lectures on the issues of Taiwan, China and Japan that poses strong power in politics, economy 

and military in East Asia. The course is designed to spend more time on Taiwan-related issues and take a several types of 

activities, including discussion, case study and role-playing, to understand the issues from various aspects.  Each class 

includes: 1) Reaction and questions from previous class (10 mins), 2) Lecture (40 mins), 3) Activity (40 mins), and 4) Writing 

reaction paper (10 mins).  

 

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. 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。 

4. 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。 

5. 現代の台湾政治【３】 

蔡英文政権（2016-）の台湾政治と、2020 年の総統選挙・立法委員選挙を論じる。 

6. 中台関係 

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。 

7. 米台関係 

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. 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。 

9. 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。 

10. 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。 

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 2020 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 
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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） 

コメントペーパーの内容(30%)/セミナーへの積極的参加姿勢と発言内容(70%) 

3/4 以上の出席がない場合は成績評価の対象としない（担当者が認める特別の事情がある場合は除く）。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 防衛研究所、2017、『中国安全保障レポート 2017』、防衛研究所 (ISBN:9784864820462) 

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) 

 

参考文献（Readings） 

1. 防衛研究所、2018、『中国安全保障レポート 2018』、防衛研究所 (ISBN:9784864820592) 

2. 防衛研究所、2019、『中国安全保障レポート 2019』、防衛研究所 (ISBN:9784864820684) 

3. 防衛研究所、2019、『中国安全保障レポート 2020』、防衛研究所 (ISBN:9784864820769) 

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。 

『東亜』は財団法人霞山会ウェブサイトから一部がダウンロード可能。 

 

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） 
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） 

日本語 

(Japanese) 

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現状や関連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。 

 

Students will learn about the actual conditions of multiculturalization in the major metropolitan cities in the world and related 

policies. They will be encouraged to think from the perspective of global comparison. Students will acquire sociological thinking 

skills and critical analysis skills through reading, reporting, and discussion of multiculturalism and multicultural realities in 

different societies. 

 

授業の内容（Course Contents） 

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。 

 

Focusing on the reality of global urban spaces, we will try to compare the current state and future of multiculturalization. First, 

we will study the problems of ethnicity and minorities in modern society while learning modern sociological concepts such as 

difference, otherness, and identity, and so on. Following this, we will study the history and present state of multiculturalization 

of Western societies in North America and Australia. We will also investigate policies and practical examples related to 

multicultural co-living based on theoretical, political, and practical discussions on multiculturalism in recent years. Then, we will 

shift our perspective to the East Asia region, examine the current situation in Japan and Korea, and try to examine it while 

comparing it with the current situations in North America and Australia. 

 

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） 
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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) 

3. 関根政美、2000、『多文化主義社会の到来   』、朝日新聞社 (ISBN:402259750X) 

4. 宮島喬・石原進他、2019、『開かれた移民社会へ』、藤原書店 (ISBN:9784865782219) 

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) 

4. 加藤普章、2018、『カナダの多文化主義と移民統合』、東京大学出版会 (ISBN:9784130301640) 

5. 平田由紀江他、2019、『ソウルを歩く：韓国文化研究はじめの一歩』、関西学院大学出版会 (ISBN:9784862832856) 

その都度，紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

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） 
『レ・ミゼラブル』を読む 

担当者名 

（Instructor） 
菅谷 憲興(SUGAYA NORIOKI) 

学期 

（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） 

日本語 

(Japanese) 

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） 

ヴィクトル・ユゴーの『レ・ミゼラブル』（1862）を読みながら、フランス革命後の十九世紀フランス社会について考察する。 

 

Students will consider nineteenth-century French society after the French Revolution by analyzing Victor Hugo's Les 

Misérables (1862).  

 

授業の内容（Course Contents） 

ユゴーの有名な小説を翻訳を使って熟読していく。長大な作品なので、授業ではおもに最初の二巻を扱うことになる。誰でもタイト

ルぐらいは知っているこの小説は、物語として抜群に面白いだけでなく、十九世紀前半のフランスの歴史や社会に関する最良の

百科事典にもなっている。毎回一つの歴史的・文化的テーマを掘り下げながら、フランス革命後の激動の時代の諸相を探ってい

きたい。恋愛から革命まで幅広いテーマに触れる予定。毎回授業の最初に必ず全員にミニ・レポートを提出してもらい、さらにあら

かじめ当てられた学生に発表してもらった上で、それをもとにディスカッションする。従って、該当箇所を読んでこなかった学生に

は出席を禁止する。 

 

In this course, we will peruse the translations of Victor Hugo's famous novels, focusing on the first two volumes. The novel is 

not only extremely interesting as a story but also an excellent encyclopedia of French history and society in the first half of the 

nineteenth century. We will explore each aspect of the turbulent era after the French Revolution, delving into one historical and 

cultural theme in each reading. At the beginning of each class, each student will submit a mini-report, with an assigned student 

presenting. Students who have not read the relevant section are prohibited from attending. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 解説と発表１ 

3. 解説と発表２ 

4. 解説と発表３ 

5. 解説と発表４ 

6. 解説と発表５ 

7. 解説と発表６ 

8. 解説と発表７ 

9. 解説と発表８ 

10. 解説と発表９ 

11. 解説と発表１０ 

12. 解説と発表１１ 

13. 解説と発表１２ 

14. まとめ 

 

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

必ず次回の授業で扱う個所を読んで、リアクションペーパー一枚分のミニ・レポートを書いてくること。提出しなかった学生は、出

席不可とする。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/発表(30%)/授業への参加度(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. ユゴー、1967、『レ・ミゼラブル（第一巻）』、新潮文庫 (ISBN:4102117016) 

2. ユゴー、1967、『レ・ミゼラブル（第二巻）』、新潮文庫 (ISBN:4102117024) 
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参考文献（Readings） 

1. 鹿島茂、1994、『「レ・ミゼラブル」百景』、文春文庫 

2. 稲垣直樹、1998、『「レ・ミゼラブル」を読みなおす』、白水社 

3. デイヴィッド・ベロス、2018、『世紀の小説『レ・ミゼラブル』の誕生』、白水社 

その他、授業中に適宜指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

2019 年春（4/19～5/28）に帝国劇場で『レ・ミゼラブル』のミュージカルを再演します。ぜひ観に行くことを勧めます。 

 

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） 

日本語 

(Japanese) 

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） 

様々な建築を考察することで、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。 

 

Through a study of various architecture styles, the participants will be able to concretely grasp the dynamic relationship 

between body and space. 

 

授業の内容（Course Contents） 

日本と西洋の近現代の様々な建築作品を取り上げながら、身体（知覚と感覚）と空間、あるいは、身体と環境の相互的な影響を

考えてみたいと思います。 

 

 This course will encourage students to consider the interaction between the body (perception and sensation) and space, or 

that between the body and the environment, through analysis of a variety of modern and contemporary architectural works in 

Japan and the West. 

 

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） 
キャンパスの考現学ーいま・ここの価値を掘り起こす 

担当者名 

（Instructor） 
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） 

日本語 

(Japanese) 

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） 

多様なひとが集うコミュニティとしての大学キャンパスの価値を、考現学の方法を用いて掘り起こす。 

 

The purpose of this course is unearth the value of university campus as a community where diverse people gather using the 

modernology approach. 

 

授業の内容（Course Contents） 

キャンパスもひとつのコミュニティであることをふまえ、考現学の方法を用いて、講義の中で次の１〜５のアクションを実施する。１

−きちんと出会う、２−場の共有（親密さの育成）、３−多側面からの相互理解、４ープロジェクトの計画と実施、５−振り返り。授

業を通し、いま・ここの価値を発見・創造することを目指す。 

 

Considering that a university campus is a community, implement actions 1 to 5 using the modernology approach. 1: formal 

meeting, 2: sharing of place (creating intimacy), 3: mutual understanding on multiple aspects, 4: project planning and execution, 

and 5: review. This course aims to identify and create the value of “now” and “here.” 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業目的とゴール、学びのプロセスの明示。教員と履修者の存在確認。 

2. 考現学について１：場所への眼差し 

3. 考現学について２：ひとへの眼差し 

4. 考現学について３：出来事への眼差し 

5. キャンパスの価値の探究１：スポットのピックアップ 

6. キャンパスの価値の探究２：マッピングと価値ある場所の可視化 

7. キャンパスの価値の探究３：キャンパスマップの作成 

8. キャンパスの価値の探究４：PR ポスターづくり（１）コンセプトの明確化 

9. キャンパスの価値の探究５：PR ポスターづくり（２）写真と広告コピー 

10. キャンパスの価値の探究６：PR ポスターづくり（３）作品講評 

11. キャンパスの価値の探究７：キャンパス紹介動画づくり（１）企画会議、ロケハン他 

12. キャンパスの価値の探究８：キャンパスの紹介動画づくり（２）企画会議、動画制作 

13. キャンパスの価値の探究９：キャンパスの紹介づくり（３）作品講評 

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） 

講義の場もまたコミュニティです。予習・復習は、講義で紹介する関連図書に目を通したり、ふだん足を運ばないキャンパス内の

各スポットを訪ねてみてください。 

 

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による振り返り(20%)/ワークの成果物および取り組み(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

＊新座キャンパスでの「キャンパスの価値発見」の同様の試みも紹介しつつ、授業を進めます。 
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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） 
オリンピック・パラリンピックを読む 

担当者名 

（Instructor） 
 

学期 

（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） 

日本語 

(Japanese) 

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） 

本授業では、多角的な角度からオリンピック・パラリンピックに関する文献を講読・議論するなかで、オリンピック・パラリンピックの

意義と意味、その果たしてきた役割、これからのオリンピック・パラリンピックのあり方・可能性を考究する。 

 

In this course, students will examine the significance and meaning of the Olympic and Paralympic Games and the future and 

potential of the Games through reading and discussing related literature from various viewpoints. 

 

授業の内容（Course Contents） 

2020 年、東京オリンピック・パラリンピックが開催される。オリンピック・パラリンピックをどのようにとらえ、生かしていけばよいのだ

ろうか。本授業では、オリンピック・パラリンピックに関する文献を講読・検討する。毎回テーマを設定し、受講生で担当を決め、指

定された文献を精読した上でレジュメを作成、発表する。発表に基づいてオリンピック・パラリンピックの意味・役割・これからのあ

り方・可能性等について議論する。 

 

In 2020, the Tokyo Olympics and Paralympics will be held. How should the Olympic and Paralympic Games be captured and 

utilized? In this course, students will read and review literature related to the Olympic and Paralympic Games. Each time a 

theme is set, the student decides on the person in charge, and after carefully reading the specified documents, a resume is 

created and presented. Based on each presentation, the meaning and role of the Olympics and Paralympics, the future 

possibilities, and other issues will be discussed. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス グルーピング 

2. オリンピックの歴史的変遷と現在地 

3. パラリンピックの歴史的変遷と現在地  

4. オリンピックと政治 

5. オリンピックと商業主義 

6. オリンピックとナショナリズム 

7. オリンピックとメディア 

8. オリンピックと人種問題 

9. オリンピックとテクノロジー 

10. オリンピックと平和 

11. パラリンピックと共生社会 

12. パラリンピックと障がい者スポーツ推進の乖離 

13. オリンピック・パラリンピックレガシー 

14. 2020 年東京オリンピック・パラリンピックを考える 

 

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

事前に講読対象の文献を読み込み、疑問的や議論したい内容について予習しておくこと。担当者はレジュメを作成し、関連する

文献を読んでおくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業時の出席、担当回の報告、議論等への参加状況等(60%)/最終レポート(Final Report)(40%) 

2／3 以上の出席をしてない場合は、単位修得不可。 

 

テキスト（Textbooks） 

それぞれのテーマで扱う文献は、第 1 回目の授業で紹介する。 

 

参考文献（Readings） 

必要に応じて授業中に紹介する。 



 

 - 1296 - 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

積極的な参画を期待しています。 

 

注意事項（Notice） 
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■FH730 

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） 
筋トレリテラシーを身につける 

担当者名 

（Instructor） 
宮村 淳(MIYAMURA ATSUSHI) 

学期 

（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） 

日本語 

(Japanese) 

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 100 年時代、一生付き合わなければならない自分の身体への理解を深め、ライフスキルとして長年活用できる筋トレリテラ

シーの基礎を身につける。 

 

Students will deepen their understanding of their own body that they must live with for life, in this era of living to 100 years, and 

acquire the foundation of muscle training literacy that can be used as a life skill for many years. 

 

授業の内容（Course Contents） 

日常生活で意識することの少ない人体の構造や力学的特性を学んで「身体への気付き」を促し、健康管理ツールとしての筋トレ

を、日常生活のレベルで使えることを目標としたい。運動技術の習得をゴールとするのでなく、学生間の議論と共有体験を通じて

各人が「カラダを探求する」入口に立てることを重視する。講義全体を通して、下記のテーマに対して多様な視点からアプローチし

ていく。 

 

・筋肉は重層構造を成しており、表面から触ることのできない深部筋への働きかけが重要であること 

・筋肉を動かさない生活を続けると、腰痛など様々な障害につながる機序を正確に理解すること 

・自分の身体を、筋トレやストレッチを通じて一定範囲内でコントロールすることの重要性を理解すること 

 

By learning the structure and mechanical characteristics of the human body that we are less conscious of in everyday life to 

promote "awareness of the body," we will aim to use strength training as a health management tool at the level of everyday life. 

Rather than focusing on the acquisition of motor skills, the emphasis will be placed on each student's entrance to the "quest 

for an ideal body" through discussion and sharing experiences among students.We will approach the following themes from 

various perspectives. 

 

-Muscles have a multi layer structure, and it is important to work on deep muscles that cannot be touched from the surface. 

-Understand exactly the mechanisms that lead to various illnesses, such as low back pain, if you continue living without moving 

your muscles. 

-Understand the importance of controlling one's body through strength training and stretching. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション（各自のバックグラウンド紹介、パートナー設定など） 

 ※初回は一般教室にて座学中心の内容。 

2. 肩甲骨を意識し、動きを高める 1 

※第 2 回目以降は、トレーニングルームにて実技＋講義 

3. 肩甲骨を意識し、動きを高める 2 

4. 自宅で行う上半身の筋トレ種目 

5. トレーニング変数（強度・量・頻度の考え方） 

6. 股関節の構造を理解し、トレーニングへの展開 1 

7. 股関節の構造を理解し、トレーニングへの展開 2 

8. 股関節の構造を理解し、トレーニングへの展開 3 

9. 自宅で行う下半身の筋トレ種目 

10. 体軸を意識し、体軸を強化する 1 

11. 体軸を意識し、体軸を強化する 2 

12. 骨格と筋肉の特徴を知り、健康管理とスポーツに役立てる─簡易アセスメント 

13. まとめⅠ 各人による簡易プレゼン 

14. まとめⅡ 全身の連動を意識する 

 

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

授業で学んだことを意識して生活動作・スポーツ動作を心がけ、そこで気付いたことを授業に再フィードバックする。 
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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有無を確認する。 

 

【注意事項】  

初回授業：一般教室にて座学中心に行う。服装は自由。 

2 回目以降：トレーニングウエア等の動きやすい服装と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。 

 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加態度(70%)/授業内提出物(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

必要に応じて授業時に配布する。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FH731 

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） 
身体と霊性―坐禅からのアプローチ― 

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） 

日本語 

(Japanese) 

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。  

 

In addition to learning from the theory aspects of spirituality and body theory in East-West religious thought, the aim of the 

course is to deepen comprehensive human understanding by also learning from practical aspects through zazen.  

 

授業の内容（Course Contents） 

テクノロジーによる身体の拡張によって引き起こされる生身の身体の意義の希薄化、五感で知覚される世界への執着から導か

れる霊性の否定という二つの傾向を特徴とする現代社会において生じる様々な問題を自覚し、それに適切に対処するためには、

過去の様々な思想との対話を通して現代社会における自己のあり方を客観視する必要がある。 

本授業では、以上のような現代的課題を念頭に置きながら東西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、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。 

 

We are aware of various problems that occur in modern society characterized by the two tendencies of dilution of the meaning 

of the physical body caused by extension of the body due to technology and denial of spirituality derived from attachment to 

the world perceived by the five senses. In order to cope with this properly, it is necessary to objectively look at the way of self 

in modern society through dialog with various ideas of the past. 

In this course, the aim is that by studying spiritual theories and physical theories in East-West religious thought theoretically 

and practically while keeping in mind the above-mentioned modern issues, students will gain comprehensive human 

understanding through the interaction between theory and practice. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 仏教思想における霊性と身体 

3. ゲストスピーカーによる坐禅指導（予定） 

4. 古代ギリシア哲学における霊性と身体 

5. キリスト教における霊性と身体 

6. 近代西洋における霊性と身体 

7. 科学技術社会における霊性と身体 

8. 身体と霊性に関する発表・議論（1） 

9. 身体と霊性に関する発表・議論（2） 

10. 身体と霊性に関する発表・議論（3） 

11. 身体と霊性に関する発表・議論（4） 

12. 身体と霊性に関する発表・議論（5） 

13. 身体と霊性に関する発表・議論（6） 

14. 身体と霊性に関する発表・議論（7） 

 

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。 
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参考文献（Readings） 

授業で適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

遠隔授業なので、坐禅は行わない。 

 

【変更前】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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■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） 
 

学期 

（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） 

日本語 

(Japanese) 

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。身近な課題として日常的に具体的な議論ができ

る。これらが目標である。 

 

The student can understand the current status of life sciences and advanced medical technologies in line with individual health 

and medical demands called personalized medicine or precision medicine together with the scientific and social backgrounds. 

The student can consider the problems and future prospects. The student can routinely discuss specific issues as familiar 

issues. These are the goals. 

 

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

基礎知識を身に付け、自ら考え決めていくことができる素材の提供を目指したい。 

 

We will comment on the achievements of today's life sciences and advanced medical technologies that we often hear about in 

the media, etc. from the viewpoint of realization of the hope to improve individuals' physical health and diseases. We will aim to 

provide materials so that students can acquire basic knowledge according to their own interests and think on their own in 

various scenes from natural science principles to medical treatment, bioethics, and social welfare scenes. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 全体概要 

2. 不妊の原因と治療の実際 

3. 生殖医療技術の原理と問題点 

4. 再生医療の可能性 

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. 終末期医療・延命治療 

12. 脳死と臓器移植、植物状態 

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） 

毎回課題 2 題を出題、提出された解答を採点し合計して評価(100%) 

【変更前】筆記試験(Written Exam)70%, 平常点(In-class Points)30% (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） 
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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） 

日本語 

(Japanese) 

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ようにできることを目標とする。 

 

Students will understand the relationships between universities/academism and science and technology from various 

perspectives. We will consider social issues involving science and technology as important and relevant for all of us living today 

beyond social and scientific distinctions. 

 

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・学問のあり方と絡めて考えていく。 

 

How should we understand the various problems involving science and technology in modern society, such as nuclear energy, 

radiation exposure, genetic modification, and chemical pollution, etc. While unraveling the relationships between 

universities/academism and science and technology, we will introduce the perspectives of history and sociology of science and 

technology, and consider them from a social aspects. In addition, we will consider them in relation to the way of 

universities/academism. 

 

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――歴史 概説 

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. 科学研究の評価の仕組みと社会的観点――研究成果の発表と流通・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 

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・学問のあり方を問い直す――専門分野の細分化と連関 

13. 大学・学問のあり方を問い直す――大学資本主義と公共性 

14. まとめ 

（授業の進捗度・理解度等により、上記の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や問題意識を発展させ，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，最終レポートの作成に向け、準備を早めに開始し、学習を進めること。 

 

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） 
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1. 金森修、2015、『科学の危機』、集英社 

2. 平川秀幸、2010、『科学は誰のものか』、NHK 出版 

3. 吉見俊哉、2011、『大学とは何か』、岩波書店 

4. 隠岐さや香、2018、『文系と理系はなぜ分かれたのか』、星海社 

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） 
科学の未来を考える 

担当者名 

（Instructor） 
田渕 眞理(TABUCHI MARI) 

学期 

（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） 

日本語 

(Japanese) 

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） 

科学の未来を考える。調査解析、ディスカッション能力を養い、プレゼンテーションやレポートにまとめる能力を身につける。 

 

This course aims to illuminate the future of science. Students will develop communication and discussion skills through group 

work and acquire the ability to organize presentations and reports. 

 

授業の内容（Course Contents） 

履修者をグループ分けする。グループ毎に調査するテーマを決める。グループ内で協力しながらテーマについて調査する。調査

した結果をまとめてプレゼンテーションを行い、ディスカッションをを行う。調査した結果をレポートにまとめる。 

 

Students will be divided into several groups; each group will select a theme and cooperate to investigate the theme. 

Presentations and  discussions, as well as a report of survey results, will be part of the course assessments.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. グループ分け、テーマ決定（1 回目） 

3. 調査、ディスカッション 

4. 調査、ディスカッション 

5. 調査、ディスカッション 

6. プレゼンテーション準備 

7. 発表会 

8. グループ分け、テーマ決定（2 回目） 

9. 調査、ディスカッション 

10. 調査、ディスカッション 

11. 調査ディスカッション 

12. プレゼンテーション準備と練習 

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） 

テーマについて各自調べてくる。発表は、パワーポイント等を準備し、プレゼンテーションの事前練習をしてくること。発表会後に

発表内容をまとめたレポートを提出する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席と授業態度(50%)/プレゼンテーション(20%)/レポート(30%) 

 

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)） 

最低でもグループに 1 台のパソコンを使えるように、メディアセンターでパソコンを借りて授業に参加すること。授業時間外にテー

マについて調査してきた資料は USB メモリ等に入れて持参すること。 

 

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） 

リスクマネジメントの令和時代的意義を探る ～多彩な現場の最前線から、君たちが生

きぬくためのスキルを学べ～ 

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） 
 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

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） 

日常のリスクを多面的に考察し、リスクをコントロールしつつ、豊かな人生を送るための教養と技能、そしてどのような状況にあっ

ても生き抜くスキルを獲得することを目的とする。 

 

This course aims to address everyday risks from multiple angles and to instill the culture and skills to live a rich life while 

controlling the risks as well as the skills to survive in any situation. 

 

授業の内容（Course Contents） 

大学において，様々な危機管理を扱う分野や、金融に特化したリスク（保険）等を扱う分野の専門的講義はあると思われるが、誰

でもが実際に遭遇する可能性が高い日常的なリスクを扱う学際的なリスクマネジメントの講義は少ない。本講義では、リスクの予

防や対処の論理を教育資源ととらえ、リスクマネジメントを多角的な視座でとらえ直すことをおこなう。 

 

また、科目担当者が 30 年の実践から導き出されたアクティブラーニング型の授業運営スタイル：ダイアログ（対話）を活用した学

び合いを駆使することにより、ゼミ形式における学びを深める。 

 

なお、科目担当者は救命法国際トレーナーでもあり、緊急事態の対応や予防安全の観点から専門的知見も提示する。 

 

While many universities offer courses that deal with various types of crisis management and financial-specific risks (insurance), 

few interdisciplinary risk management lectures deal with general risks. In this lecture, we will consider the logic of risk 

prevention and coping as an educational resource and rethink risk management from multiple perspectives. In addition, the 

instructor will deepen students' learning in the seminar format through dialogue. The instructor is also an international trainer in 

lifesaving law and will provide expert knowledge from the perspective of emergency response and preventive safety. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション・学び方の導入 

2. 私の“事故”紹介！ 

3. 判例検証＆裁判官ワークショップ 

4. 待ったなし！ 救急の現場から（ゲスト：救命法国際トレーナー） 

5. 台風・地震・水害…自然災害の現場から（ゲスト：災害支援 NPO） 

6. 緊急事態から身を守るためのダイアログワーク 

7. 中間まとめ 

8. こどもの人権が危ない！（ゲスト：こどもの居場所 NPO） 

9. 塀の中ではいったい？（ゲスト：少年院法務教官） 

10. 放射能汚染の真実とは！？（ゲスト：福島県の避難地区長） 

11. これでいいのか日本の民主主義？（ゲスト：政治家あるいは政治家秘書） 

12. 改めて法治社会を問う（ゲスト：弁護士） 

13. 全体ダイアログプレゼン 

14. 総括まとめ 

 

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 BLACK BOARD 上で行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

各回の授業後に提出するリアクションペーパー(40%)/プレゼンなど授業内の成果物(30%)/最終レポート(30%) 

【変更前】平常点(In-class Points)100% (各界の授業後に提出するリアクションペーパー40%,プレゼンなど授業内の成果物 30%,最

終レポート(Final Report)30%) 

 

テキスト（Textbooks） 
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なし 

 

参考文献（Readings） 

授業時に紹介する 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

科目担当者は泰阜村で実際に活動する上記 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

に通う。 

 

ゲストは現段階の予定なので、開講してから変更の可能性あり。 

 

ダイアログ主体の授業を貫くルールは、「参画」と「自己決定」。自分で考えて、自分で動いて参加すればするほど、楽しくなり、学

びが大きくなる授業。持ってくるものは「やる気」。 

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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■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） 

日本語 

(Japanese) 

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の世界や歴史を学ぶと共に、対局を通して総合的な能力や創造性を養う。 

 

Students will learn about the world and history of Go, which has been handed down as a traditional Japanese culture, and 

cultivate comprehensive abilities and creativity through the game. 

 

授業の内容（Course Contents） 

6 路盤、9 路盤では囲碁のルールを学ぶ。 

19 路盤では模範碁を繰り返し並べながら技術を修得する。 

また、囲碁の歴史や、世界的に広まり国際化している囲碁やその魅力について学ぶ。 

 

Students will learn the rules of Go by 6x6 and 9x9 boards. 

Students will learn the techniques by studying the model positions repeatedly on a 19x19 board. 

Also, students will learn about the history of Go, the global and internationalized Go, and its attractiveness. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス（授業進行の説明、囲碁の世界の紹介） 

ルールの解説①（6 路盤） 

2. ルールの解説②と対局（6 路盤） 

3. ルールの復習及び初歩技術①（9 路盤模範碁の解説） 

9 路盤対局 

4. ルールの復習及び初歩技術②（9 路盤模範碁の解説） 

9 路盤対局 

5. 9 路盤指導対局 

実践対局 

6. 囲碁の歴史 

9 路盤対局 

7. 模範碁の解説と対局①（19 路盤での終局の判断と整地の仕方） 

8. 模範碁の解説と対局②（19 路盤模範碁の解説と実践対局） 

囲碁の歴史 

9. 模範碁の解説と対局③（19 路盤模範碁の解説と実践対局） 

10. イベント対局と解説 

11. 模範碁の解説と対局④（19 路盤模範碁の解説と実践対局） 

12. 9 路盤指導対局 

実践対局 

13. 模範碁の解説と対局⑤（19 路盤模範碁の解説と実践対局） 

14. 19 路盤イベント対局 

講義のまとめ 

 

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。 

その他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） 

コメントシート(50%)/技術習熟度(10%)/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、単位修得不可。 

 

テキスト（Textbooks） 
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1. 石倉昇 梅沢由香里 黒瀧正憲 兵頭俊夫、2007、『東大教養囲碁講座』、光文社 (ISBN:978-4-334-03410-8) 

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)） 

基本的には講義形式で打ち方の解説をした後、受講生同士対局を行う予定である。 

授業では碁盤、碁石を使用するため、用意と片づけについて、協力してもらいたい。 

 

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） 
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） 

日本語 

(Japanese) 

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 the related 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 meeting in the class.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction 

2. Happiness in "us" 

3. Happiness in Various Cultures 

4. Happiness in Religion 

5. Happiness in Sports 

6. Happiness in Psychology 

7. Happiness in Education  

8. Mid Reflection 

9. Happiness in Economics 

10. Happiness in Politics 

11. Happiness in Medicine 

12. Happiness in Epicurean Ethics 

13. Happiness in Aristotle's Virtue Ethics 

14. Happiness and Well-Being (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 (ed.). 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. Fred Feldman. 2012. What Is This Thing Called Happiness?. Oxford University Press (ISBN:978-0199645930) 

5. Aristotle. 2019. Nicomachean Ethics, 3rd edition. Hackett (ISBN:978-1107612235) 

6. Manzenreiter and Holthus (eds.). 2017. Happiness and the Good Life in Japan. Routledge (ISBN:978-1138956612) 

7. Sonja Lyubomirsky. 2008. The How of Happiness: A New Approach to Getting the Life You Want. Penguin Books (ISBN:978-

0143114956) 
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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)） 

 

 

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） 

小さなメディアの制作・発表からジェンダーを考える 

（Making small media on gender issues） 

担当者名 

（Instructor） 
野中 モモ(NONAKA MOMO) 

学期 

（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） 

日本語 

(Japanese) 

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） 

現代の社会と文化、とりわけジェンダー平等を目指す動きにおいて、個人や少人数のグループが自主的に制作する小さな紙のメ

ディア（ミニコミ、同人誌、ZINE、フリーペーパーなど）が担ってきた役割を知り、そうした個人的な表現・情報発信の意義を実践か

ら学ぶ。 

 

Students are expected to acquire basic knowledge on the independent small media's role in modern society and how it has 

contributed to the movement toward gender equality. By making and discussing small paper media such as minicomi, dojinshi, 

zine, and free papers, students are expected to learn the importance of personal expression. 

 

授業の内容（Course Contents） 

小さな規模で制作・運営される自主メディアは、テレビやラジオ、新聞などのマスメディアにおいて見過ごされがちな視点を伝えて

きた。とりわけ支配的なジェンダー規範によって不利な立場に置かれる人々は、自由に表現し、コミュニティを作り、社会への異議

申し立てをおこない、また楽しむための場としてそうした小さなメディアを利用してきた。 

これを踏まえ、参加学生各自がそれぞれのジェンダーにまつわる問題意識を反映した小部数の紙媒体（冊子やペーパーなど）を

制作する。 

制作過程で中間報告・意見発表を行うことにより、アイデアを交換し議論を深める。最終授業ではお互いの作品を読んだうえでの

意見交換を行う。 

 

Small independent media have been transmitting personal views that are often overlooked by mass media outlets such as TV, 

radio, and newspapers. Those small media are particularly important for the people who are oppressed by dominant gender 

norms. They use those media as space to express freely, make community, protest, and enjoy. 

Based on these practices, students are expected to make small paper media reflecting on their own views on gender. Every 

participant is asked to make a presentation, exchange ideas, and discuss. In the last session, we exchange opinions after reading 

each other’s work. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 自主・小出版の歴史と現在 

3. ジェンダーにまつわる問題を扱う自主出版の事例 

4. アイデア交換・ディスカッション 

5. 小さなメディア制作・運営の体験から 1（ゲスト） 

6. 学生による作品発表（中間報告）1 

7. 学生による作品発表（中間報告）2 

8. 学生による作品発表（中間報告）3 

9. 小さなメディア制作・運営の体験から 2（ゲスト） 

10. 学生による作品発表（中間報告）4 

11. 学生による作品発表（中間報告）5 

12. 学生による作品発表（中間報告）6 

13. 小さなメディア制作・運営の体験から 3（ゲスト） 

14. 全員の作品を踏まえて意見交換 

 

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

授業の内容を踏まえ、各自がジェンダーについての自分の問題意識を何らかのかたちで反映した紙媒体を制作する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/授業での発表(30%)/授業全般への参加(30%) 

最終レポートは制作した作品 
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テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. アリスン・ピープマイヤー、2011、『ガール・ジン 「フェミニズムする」少女たちの参加型メディア』、太田出版 (ISBN:978-

4778312688) 

2. ばるぼら，野中モモ、2017、『日本の ZINEについて知ってることすべて 同人誌、ミニコミ、リトルプレス―自主制作出版史

1960~2010 年代』、誠文堂新光社 (ISBN:978-4416517673) 

 

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） 
Interdisciplinary Research in Art and Humanities 

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） 
 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

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） 

This course aims to broaden knowledge and develop learning skills on humanity, especially art sciences. Being intended for 

international students and students who want to study, or have studied abroad, the course will develop international 

communication skills to present your own ideas and to exchange opinions with other people in English.  

 

授業の内容（Course Contents） 

In these days, interdisciplinary research is becoming more and more popular and it is important for all students to have interest 

in multiple study areas and to communicate with other students beyond language and culture. To develop academic English 

communication skills, students will practice providing presentations on topics in art and humanities and asking questions in 

English.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction: International communication skills in academia  

2. Presentation and discussion 1 

3. Presentation and discussion 2 

4. Presentation and discussion 3 

5. Presentation and discussion 4 

6. Guest speaker 1 

7. Presentation and discussion 5 

8. Presentation and discussion 6 

9. Presentation and discussion 7 

10. Presentation and discussion 8 

11. Guest speaker 2 

12. Presentation and discussion 9 

13. Presentation and discussion 10 

14. Presentation and discussion 11 

 

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

A presentation summary has to be submitted at latest 2 days before the course.   

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Presentation(50%)/Discussion(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

Blackboard will be used to provide materials.  

Zoom等を用いたオンライン（ライブ）での授業となります。 

 

注意事項（Notice） 
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■FH801 

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） 

学びを通した地域創生の超学際的アプローチ 

～ひとづくり×地域づくり×自分＝素敵な未来～ 

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） 
 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

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） 

地域社会の「学び」と「経営」を多面的に考察し、その核となるものを丁寧に抽出することを通して、「ひとづくり」と「地域づくり」が

相乗的に質を深めていく論拠を探る。 

 

Students will consider "learning" and "management" in local communities from multiple perspectives, and explore the rationale 

in which "people development" and "community development" deepen the quality synergistically, through careful extraction of 

the core concepts. 

 

授業の内容（Course Contents） 

近年、急速な人口減少が迫る中、観光開発・企業誘致などの従来型の地域づくりではなく、教育・福祉を軸とした地域づくりが進

められ、その成果が報告されている。本講義では、実践家を中心とする多彩なゲスト講師（地方自治体首長、児童養護施設担当

者、東日本大震災被災者など予定）から最先端の実践とその考察を講じていただく。 

 

また、科目担当者が 30 年の実践から導き出されたアクティブラーニング型の授業運営スタイル：ダイアログ（対話）を活用した学

び合いを駆使することにより、ゼミ形式における学びを深める。 

 

なお、科目担当者は、国道も信号もコンビニもない長野県泰阜村（やすおかむら）において地域創生に顕著な成果を上げている

NPO の代表理事である。 

 

In recent years, with rapid population decline approaching, community development centering on education and welfare has been 

promoted rather than traditional community development such as tourism development and attracting businesses, and the 

results of this approach have been reported. In this course, students will learn the most advanced practice and its consideration 

from a variety of guest instructors who are mainly practitioners (we plan to welcome local government chiefs, representatives 

from children's nursing homes, people affected by the Great East Japan Earthquake,  etc.). 

In addition, the course lecturer will deepen learning in a seminar format by making full use of study that utilizes an active 

learning type class style: dialog, derived from 30 years of practice. 

In addition, the course lecturer is a representative director of an NPO that has achieved remarkable results in community 

creation in Yasuoka-mura, Nagano Prefecture, which has neither national roads nor traffic lights nor a convenience store. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション・学び方の導入 

2. ダイアログの準備ワーク１ 

3. 国道も信号もコンビニもない山村の挑戦事例（科目担当者） 

4. 4 回目の授業を基にしたダイアログワーク 

5. 誰をも排除しない？社会的弱者について（ゲスト：養護施設担当者） 

6. ６回目のゲストを招いてのダイアログワーク（ゲスト：養護施設担当者） 

7. 中間まとめ 

8. 被災地の復興（ゲスト：東日本大震災被災者）とダイアログワーク 

9. マイクロプラスチックとの闘い（ゲスト：離島環境活動家）とダイアログワーク 

10. 人口減少に悩む地方自治体政策（ゲスト：自治体首長）とダイアログワーク 

11. 地方大学の挑戦（ゲスト：地方大学理事長）とダイアログワーク 

12. 空き家活用と人材育成（ゲスト：まちづくり NPO 事務局長）とダイアログワーク 

13. 全体ダイアログワーク 

14. 総括とまとめ 

 

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 BLACK BOARD 上で行う。 
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成績評価方法・基準（Evaluation） 

各回の授業後に提出するコメントペーパー(40%)/プレゼンなど授業内の成果物(30%)/最終レポート(Final Report)(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

 なし 

 

参考文献（Readings） 

授業時に紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

科目担当者は泰阜村で実際に活動する上記 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

に通う。 

 

ゲストは現段階の予定なので、開講してから変更の可能性がある。 

 

ダイアログ主体の授業を貫くルールは、「参画」と「自己決定」。自分で考えて、自分で動いて参加すればするほど、楽しくなり、学

びが大きくなる授業。持ってくるものは「やる気」。 

 

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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■FH802 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

立教生の学び方                     新座(Niiza) 

(Study Skills for Students 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） 

日本語 

(Japanese) 

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。 

 

In the near future, the idea that high standards of living are brought about by economic growth would likely become outdated. 

Humanity is currently facing social, political, and economic problems brought about by limited fossil fuel resources, a 

deteriorating global environment, and the negative effects of the global economy. All these indicate that economic growth is 

unsustainable and should not just be our only goal. However, economic growth  such as Gross Domestic Product (GDP) is still 

the dominant indicator. It can be said that the world is in a transition period now from unsustainability to sustainability. In this 

course, students are expected to learn and discuss sustainable lifestyles through workshops. 

 

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）は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。 

 

Students are divided into smaller groups of five to six and assigned a part of the textbook that they will be in charge of 

presenting in class. Each team shall summarize their assigned textbook chapters, and their chosen presenter shall deliver the 

summary orally in class. Designated commentators from the other teams shall express feedback. Afterwards, the facilitator will 

encourage more discussion on the topic so that the class could come up with creative ideas on the topic. In addition, the class 

shall examine documents and watch videos on the practice of sustainable lifestyles. For the final project, students are expected 

to make specific plans for sustainable living on the basis of understanding present conditions and visions for the future. 

 

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%) 
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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)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 

 - 1319 - 

■FH803 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

立教生の学び方                     新座(Niiza) 

(Study Skills for Students at Rikkyo University) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
文化史を創る：展示会『アメリカン・サンタクロース：その創造と展開』を目指して 

担当者名 

（Instructor） 
葛野 浩昭(KUZUNO HIROAKI) 

学期 

（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） 

日本語 

(Japanese) 

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） 

文化史とは，他者が創った展示を観て学び消費するのも楽しく勉強になりますが，それを自ら創って観せる方が格段に面白い。

なぜならば，展示を創る作業とはいつでも，すでに整理がついて広く共有された文化史をそのまま写しとることなどではありえず，

自らがモノを縦横無尽に使用・編集して新たなメッセージを発信すること，つまりは，新たに文化史を創る作業だからです。この授

業では，サンタクロースという誰もが知っているものを対象にしながら，与えられた文化史の消費から半歩でも 1 歩でも踏み出し，

自らが文化史を創造してみる経験を目指します。 

 

It is interesting to consume cultural history exhibitions created by others, but it is much more interesting to create an exhibition 

by yourself because the work of creating an exhibition is not copying cultural history but rather editing materials and sending a 

new message; it is the work of creating a new cultural history. This course aims to create a new cultural history by manipulating 

a given cultural target, i.e., the American Santa Claus. 

 

授業の内容（Course Contents） 

サンタクロースはヨーロッパの聖ニコラス信仰の伝統からそのまま生まれたものではなく，アメリカで意図的に創造された「新たな

伝統」だと考えられています。その創造と展開には，『ニューヨーク史』を書いたアーヴィング，政治風刺画家のナスト，サンドブロ

ム（コカ・コーラ），ディズニー，ウォーホルなど，「アメリカ文化のヒーローたち」が揃って関わってきました。この授業では履修学生

たちが，授業担当者が収集してきた 19 世紀初頭から現在までの現物 1 次資料を駆使しながら，「アメリカンサンタクロースの文

化史」の展示を作成します。 今年のクリスマス前に，立教大学のキャンパス内外の適切な施設で展示会を開催することを目指し

ます。 

 

Santa Claus is considered to be a "new tradition" intentionally created in the United States, beyond the European tradition of 

Saint Nicholas. Famous personalities in the American culture, such as Washington Irving, who wrote “The History of New York,” 

the political cartoonist, Nast,  illustrator Haddon Sundblom (Coca–Cola), Walt Disney, and Andy Warhol, have all contributed to 

this legend. In this course, the students will create an exhibition of the "Cultural History of American Santa Claus" by using 

primary materials from the early 19th century to the present day collected by the class instructor. In this year, before 

Christmas, we aim to hold an exhibition at appropriate facilities inside and outside the campus of Rikkyo University. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 展示会の制作・運営作業の全体的概要に関する説明。 

（＊以下の記載は展示会を制作・運営する作業を整理して示すもので，必ずしも時間的系列にはなっていません。幾つかの

作業が同時進行することがあります） 

2. 一昨年度および昨年度の展示会『トーヴェ・ヤンソン：ムーミンの誕生と展開』の紹介。 

3. 基本文献『サンタクロースの大旅行』の「第 5 章 サンタクロースという名のアメリカ」を中心とした精読と，展示メッセージの

検討・確認。 

4. 展示の全体的構成と作業スケジュール全体の検討。 

5. 展示構成パーツ制作の役割分担の検討。 

6. 展示構成パーツごとに展示物の選定。 

7. 展示構成パーツごとに展示方法の検討。 

8. 展示用の設備や資材の検討と調達。 

9. 展示解説文の検討と制作。 

10. 展示会ポスターの検討と制作。 

11. 展示会パンフレットの検討と制作。 

12. 展示会の管理・運営の役割分担の検討。 

13. 展示物の制作と展示会場の設営。 

14. 展示会の管理・運営作業。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 
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展示会の構想・準備・運営作業は，授業担当者が観光学部で指導する 2・3 年ゼミとの協働作業となります。すでにゼミでは，一

昨年度（於・立教大学新座図書館）と昨年度（於：立教大学池袋図書館）に，展示会『トーヴェ・ヤンソン：ムーミンの誕生と展開』を

開催した実績があります。これら 2 回の展示会については，会場の写真やポスター，パンフレットの写真が，立教大学のホームペ

ージと立教大学図書館のホームページで紹介されています。これらの紹介記事を見て，この授業が目指す展示会の具体的イメ

ージを膨らませて下さい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加(30%)/展示会の制作・運営作業への参加・貢献(70%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 葛野浩昭、1998、『サンタクロースの大旅行』、岩波新書 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

展示対象のアメリカン・サンタクロースの概要については，上記の図書『サンタクロースの大旅行』の「第 3 章 サンタクロースとい

う名のアメリカ」を理解の入り口にして下さい。 

 

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(Niiza) 

(Study Skills for Students at Rikkyo University) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Exploring issues of social development through non-Japan perspectives 

担当者名 

（Instructor） 
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） 

日本語 

(Japanese) 

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） 

This special lecture series is designed to promote debate and provoke thought regarding the issue of social development and 

the activities of non-governmental organisations and community-based approaches in promoting the development of better 

communities through various initiatives often undertaken at the grassroots level in challenging situations. 

 

授業の内容（Course Contents） 

In this lecture series you will learn about issues of social development from the perspectives of those who have worked outside 

of Japan on the ground in communities around the world in the field of social development to improve the livelihood of 

communities and promote their development and well-being. You will be introduced to original research and hands-on 

approaches as carried out by several guest lecturers in various parts of the world, including the Middle East, Africa and New 

Zealand. You will take part in discussion and debate regarding the content of the lecturers, write a final report and design your 

own original group project on an issue of social development. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction to the class and lectures 

2. Social development: The Christchurch Earthquakes of 2010 and 2011 and the East West Divide. 

3. Social development: The Student Volunteer Army and the recovery following the Christchurch Earthquakes of 2010 and 

2011 in New Zealand. 

4. Social Development and Peace Initiatives: Is it OK to die for the country? An Israeli story  

5. Social Development and Peace Initiatives: Is it OK to die for the country? The Japan connection 

6. Social Development and Peace Initiatives: The Palestinian tragedy 

7. Social Development and Education: A case study on the East African situation 

8. Social Development and Education: A project undertaken in a slum school in Kenya 

9. Social Development and Education: How I survived a slum and found success in life 

10. Social Development: Re-considering education and New Zealand approaches 

11. Social Development: Re-considering Education and the role and importance of Sunday School in Kenya 

12. Social Development and Health: Working as an intern with UNICEF in Liberia 

13. Group projects (preparation) 

14. Final group presentation. *Report due 

 

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

Homework exercises will as necessary before each lecture, and you should come prepared so you can take part in the 

discussion.  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Attendance and reaction papers(50%)/Report(20%)/final presentation(30%) 

You must attend at least 10 classes in order to be eligible for credit 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

It is planned to invite guest speakers for many of these classes. Please note that the content may change slightly depending on 

their availability or other unforeseen circumstances. 
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注意事項（Notice） 
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■FH806 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

立教生の学び方                     新座(Niiza) 

(Study Skills for Students at Rikkyo University) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 

地域に飛び出す「地域創造人材」に求められる基礎知識 

Introduction to basic knowledge for regional creation human resources. 

担当者名 

（Instructor） 
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） 

日本語 

(Japanese) 

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） 

 あなたは「地域」と聞いて、どんな風景が浮かんできますか。豊かな自然や歴史に育まれた伝統行事、その場に根付く地場産業

などでしょうか。グローバル化が進み、東京という巨大都市でさえ地球の中では「地域化」してしまう令和の時代に、あえて地域に

こだわってみたいと思います。特別なものや、特別な人がいるわけではない、日本のどこにでもある地域の魅力と創造を考えま

す。 

 

What images does the word "region" inspire? Traditional events nurtured by rich nature and history? Local industry taking root? 

In the age of Reiwa, where globalization has progressed and even the megacity of Tokyo has become "localized," I would like to 

stick to the area. Even when there are no special landmarks or people, localities everywhere in Japan are filled with charm and 

creativity.  

 

授業の内容（Course Contents） 

 地球的な視点で文明の軸を見直そうと始まった SDGｓを切り口に、地域の課題を掘り下げていきます。激しく厳しいわけでもな

く、かといって成長の道筋が見えているわけではない混沌、複雑化する地域課題を、日本の縮図でもある埼玉の各現場で取り組

んでいる専門家をゲストスピーカー（GS）に招きます。予定としては、地方公務員（管理職）、地域で起業した若手経営者、地方議

会議員などに最先端の話をうかがいます。これら GSの講義をもとに、地域の魅力をさらに磨き、日本と世界の「地域」が連帯で

きる未来図を皆さんと話し合いたいと考えています。 

 

From the perspective of the SDGs, which began to review the axis of civilization from a global perspective, we will delve into 

regional issues. The challenges of the region are often invisible but are chaotic and complicated, with no clear path to growth. 

Using Saitama Prefecture as an example, we will study this issue, inviting experts working on the cutting edge at each site to be 

guest speakers. Based on these lectures, we will further refine the appeal of the region and create a vision of the future where 

the Japanese region can unite the world. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

 あなたにとっての「地域」はどこですか。そこは好きですか、嫌いですか。それはなぜですか？ どうしてこの授業を受講し

たのか、受講者の皆さんと共有していきます。 

2. SDGｓ概要 

 SDGｓについて、概論的に扱います。この授業では、地域が直面するテーマを複数取り扱います。その中で、どうしてこの

テーマを取り上げるのか、と立ち返る時の基本的な軸になるのが SDGｓです。 

3. 中小企業と SDGｓ 

 埼玉県の経済人団体である埼玉経済同友会では SDGｓを活かした中小企業経営に注目しています。なぜ、地域の中小

企業が SDGｓに注目するのか、を考察します。 

4. 地域福祉 

 地域の貧困問題を考えます。日本では、見えにくい「相対的な貧困」が身近な課題になっています。なぜ見えにくいのか。

その実態と地域の貧困とどう向き合うか考えます。 

5. 農業の未来 

 農業と共生してきたはずの地域ですが、そのバランスが大きく崩れています。地域の元気と環境を保全する農業の魅力を

考察します。その上で、農業のこれからを考えます。 

6. 自然との共生 

 近年、日本国内では里山や小河川が急速に消えています。開発反対だけでは、地域の自然は保護できない時代です。自

然環境を創造する人、保全する人、活用する人たちはいかにかかわっていけばいいのか検討します。 

7. 地域における人権問題 

 しょうがいの有無や、国籍、人種、ジェンダー、慣習など様々な障壁が現代社会を生きる私たちを取り巻きます。しかしな

がら、先人たちの努力によって、また時代の変化によって見えにくくなった人権問題「同和問題」が残る地域も依然として存

在しています。地域の人権問題とは何か考えます。 

8. 自ら守る 
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 2019 年は自然災害の多い年でした。地域の安心安全の担い手は警察・消防だけではありません。地域の防災の最前線

にいるのが地域防災組織です。今回はその中でも消防団に焦点を当て、その役割、現状、未来を考えます。 

9. 地域で起業する 

 就職先がないなら、起業しよう‐。近年では、多くの若者が地域でのビジネスの世界でチャレンジしています。地域で起業

するとは、どういう思いがあってのことなのか。そしてどうすれば、起業できるのか、困難な点をどのように乗り越えてきてい

るのか。地域で実際に起業し、地域ビジネスに取り組んでいる若手経営者に聞きます。 

10. 自治体経営 

 地域創造の先頭に立つのは、やはり自治体といえるでしょう。立教の先輩たちの多くが自治体経営の中心で活躍していま

す。なぜ自治体職員（地方公務員）になったのか、苦労していることは何か、自治体に未来はあるのか、地方公務員として

活躍している立教の先輩から実例を紹介してもらいながら、講義をしていただきます。 

11. 教育格差と地域 

 世帯収入と子供の学力の相関関係が指摘されています。教育機会をいかに平等にして、地域の健全な競争を確保してい

くかが大きな課題です。官民挙げての教育格差是正の動きを考えます。 

12. ローカルメディアの役割と未来 

 私は大学卒業後、埼玉県の県紙「埼玉新聞」で報道、編集、営業、経営の各分野で働いてきました。インターネット社会の

中でローカルメディアは必要とされているのかどうか常に考えてきました。変わるメディア環境と地域とのかかわりについ

て、検討します。 

13. 地域の政治家になるとは 

 地方自治体の議員や首長、国会議員など立教の卒業生が政治の世界で活躍しています。地域の伝統と現状そして政治

の観点から考えるとはどういうことなのか、実際に議員活動をしている議員の講義を通して考察します。 

14. まとめ 

 授業で取り上げたさまざまな地域課題の中から、自らが選んだ地域の課題をまとめ、発表してもらいます。 

 

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

１）初回授業までに、自分の地元の自治体（都道府県および市町村）の公式 WEB サイトを閲覧し、人口構成や世帯数、主要産業

を調べておいてください。 

２）２回目以降の準備学習については毎時、指示します。 

３）居住地の新聞の地域面に目を通しておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

平常点(100%) 

平常点の内訳は、講義・議論への参加状況(60%) 、リアクションペーパーの内容（20％）、最終レポート(20%)。自分の考えているこ

とを表現することを重視します。積極的な議論への参加を期待します。 

 

テキスト（Textbooks） 

授業時に資料を配布します。 

 

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)） 

 私は、埼玉新聞社に勤務しており、県庁記者から始まり、埼玉新聞社社長まで経験しました。この間、埼玉県の様々な分野、地

域の方々と出会い、地域のすばらしさについて文字通り、五感を通して、新聞を通して伝えてきました。 

 昨今、世界的に地域の疲弊や衰退が報じられています。しかし地域には日本と世界を元気にするタネがたくさん埋まっていま

す。芽吹きを待つ小さな種を土の中に見つけて育てていける人材こそが、「地域創造人材」です。このゼミナールを通して、自分

の地域を見直す視点を得て、行動してほしいと思います。 

 

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(Niiza) 

(Study Skills for Students at Rikkyo University) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
心理学から考えるこころと体の健康 

担当者名 

（Instructor） 
松永 美希(MATSUNAGA MIKI) 

学期 

（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） 

日本語 

(Japanese) 

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） 

本講義では，健康心理学,，臨床心理学のトピックスについて，レジュメ発表とディスカッションを通して学ぶ。その結果，自身の心

と体の健康に関心をもち，ストレスマネイジメントや健康増進の方法を心理学の観点から学習することを目指す。 

 

This course shares topics of health psychology and clinical psychology through presentations and discussions, engaging 

students in their own mental and physical health and teaching stress management and health promotion methods from a 

psychological viewpoint. 

 

授業の内容（Course Contents） 

前半は健康心理学に関するテキストを講読し，ストレスの仕組みやストレスコーピング，パーソナリティと健康，生活習慣と行動変

容などについて学ぶ。各回の発表担当者が担当箇所をまとめて，レジュメで発表する。後半は，各自でテーマを決めて，先行研

究などを講読し，テーマに関するレポートを作成・発表する。先行研究や論文は，講義担当者がリストを作成するので，参加者は

その中から選択する。 

 

In the first half of the course, students will read textbooks on health psychology and learn about stress mechanisms, stress 

coping, personality and health, lifestyle habits, and behavioral changes. During the latter half, each student will decide on a 

theme to research, then create and present a report on the theme. Topics will be selected from a list of studies and papers 

provided by the instructor. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション，発表担当者の決定 

2. テキストの講読① ストレスの仕組み，心理学的ストレスモデル 

3. テキストの講読② ストレスと対処，認知行動療法 

4. テキストの講読③ ストレスと心の健康，マインドフルネス 

5. テキストの講読④ ポジティブ心理学 

6. テキストの講読⑤ 生活習慣と行動変容 

7. テキストの講読⑥ 健康行動教育 

8. 小まとめ 

9. レポート発表とディスカッション① 

10. レポート発表とディスカッション② 

11. レポート発表とディスカッション③ 

12. レポート発表とディスカッション④ 

13. レポート発表とディスカッション⑤ 

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） 

講義担当者が配布資料を事前に Blackboardにアップロードするので，発表担当者でなくても参加者は資料を印刷し，読み込んで

くること。また発表担当者は，レジュメを作成し，事前に講義担当者にメールで送付する。 

 

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%)/レジュメおよびレポートの作成・発表(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業内および Blackboard にて指示・配布する 

 

参考文献（Readings） 

1. 森和代ほか、2012 年、『よくわかる健康心理学』、ミネルバ書房 

2. 小杉正太郎、2006 年、『ストレスと健康の心理学』、朝倉書店 
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3. 大竹恵子、2016 年、『保健と健康の心理学』、ナカニシヤ出版 

その他は講義内で指示する 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

事前の資料配布や復習用資料の配布を Blackboard 上にて行うので，参加者は講義前に必ず Blackboard を確認するようにして

ください。 

 

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(Niiza) 

(Study Skills for Students at Rikkyo University) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
スポーツにおける諸問題とコーチングについて考える 

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） 

日本語 

(Japanese) 

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、スポーツにおける諸問題やコーチングについて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養うことを目標とします。 

 

In this course, we aim to cultivate students' ability to discuss from a wide perspective, and to review the way we live, and the 

way of society as a whole through thinking together about issues in sport and coaching from various points of view. 

 

授業の内容（Course Contents） 

スポーツにまつわる諸問題や、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事柄を、倫理学的視点を中心

に置きつつも、専門領域にとらわれない広い視野から多角的に考え、検討し、議論していきます。オリンピックやパラリンピックと

いった日本で開催されるスポーツ・メガイベントが近づいていますので、それらに関連する時事問題にも触れていきたいと思いま

す。 

 

また、スポーツの「現場」にかかわる方をゲストスピーカーとしてお招きして、実際のお話を共有いただくことも予定しています。 

 

※以下に授業計画を提示しますが、受講生の皆さん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りま

す。 

 

Students will think about, consider, and discuss various issues related to sport and matters related to coaching that are 

becoming more important in modern sports from a broad perspective not limited to specialized fields, while focusing on ethical 

viewpoints. Since mega sporting events such as the Olympics and Paralympics are taking place in Japan, I would like to touch 

on current issues related to them. 

 

We also plan to invite people involved in sports "in the field" as guest speakers to share actual stories. 

 

* We will present the course plan below, but there is also the possibility of making minor changes to topics handled according to 

the interests of the students. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 現代スポーツの問題点を考える 

3. 東京オリンピックについて考える 

4. 東京パラリンピックについて考える 

5. プロスポーツとビジネスについて考える 

6. 大学スポーツのあり方を考える 

7. スポーツとメディアについて考える 

8. 中間の振り返り 

9. 「私」が受けてきたコーチング 

10. コーチの役割とは何か？ 

11. よいコーチングとは何か？ 

12. 選手とコーチの理想的な関係とは何か？ 

13. コーチにとっての「幸福」とは何か？ 

14. 全体の振り返り 

 

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、論文などを事前に読んで、自分の考えをまとめてくることが求められます。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 
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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ません。 

授業の各トピックに関するテキスト・記事・論文などについては適宜コピーを配布します。 

 

参考文献（Readings） 

1. 谷釜尋徳（編著）、2019、『オリンピック・パラリンピックを哲学する』、晃洋書房 (ISBN:978-4469268195) 

2. 平野裕一、土屋裕睦、荒井弘和（編）、2019、『グッドコーチになるためのココロエ』、培風館 (ISBN:978-4563052522) 

3. 藤田紀昭、2016、『パラリンピックの楽しみ方: ルールから知られざる歴史まで』、小学館 (ISBN:978-4093884914) 

4. 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) 

5. 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) 

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します。 

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・映像などを知っていれば、ぜひ積極的に共有してください。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

・資料の配布に Blackboard を使用します。 

 

・リアクションペーパーについては、次回授業開始時にフィードバックを行います。 

 

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(Niiza) 

(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） 

日本語 

(Japanese) 

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） 

モバイル機器の普及や人工知能（AI）の普及などにより、大きく変わるデジタル社会において，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。  

 

Students will understand and consider the knowledge, rules, morals, and information transmission that they should be aware of 

in the digital society that is greatly changing due to the spread of mobile devices and artificial intelligence (AI), etc., aiming to 

acquire practical skills.    

 

授業の内容（Course Contents） 

日々、生まれ、変化するサービスやビジネス，人工知能（AI)など最新技術を利用した新たなビジネスや働き方が，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。  

 

How will new businesses and ways of working that use the latest technologies such as services, businesses, and artificial 

intelligence (AI) that are appearing and changing every day change our lives and society? We will organize the basic knowledge 

that students should know and comment on current topics related to information ethics. Students will organize and output their 

own ideas through exercises. Students will learn various ideas and deepen their thinking through group discussions and interview 

exercises.    

 

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. 情報技術とセキュリティ 

6. インターネットと犯罪 動向と対策 

7. 個人情報とプライバシー 

8. ビッグデータ活用と人工知能（ＡＩ） 

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. ソーシャルネットワークサービスと情報モラル 

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 に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） 

レポート試験(Report Exam)(70%)/授業で指示する課題(30%) 

【変更前】筆記試験(Written Exam)70%, 平常点(In-class Points)30% (授業で指示する課題 30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 高橋慈子 ほか、2020、『【改訂新版】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 

2020/4/21 シラバス変更：テキスト変更のため 

【変更前】高橋慈子 ほか/情報倫理 第 2 版/技術評論社/2020 
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参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 

 - 1331 - 

■FH812 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

情報科学１                       新座(Niiza) 

(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脅威の関係 

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） 

日本語 

(Japanese) 

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） 

情報の処理方法や機器の構成，原理とセキュリティ脅威の関係について理解し，安全な活用のために留意すべき点について考

える。 

 

Students will learn about security threats by learning about information processing, device structures, and principles, and think 

about the points that should be kept in mind for safe use. 

 

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がもたらした問題点，セキュリティ対策によって生じる脅威についても説明することで，安全性と利

用範囲について判断するためのポイントを理解する。 

 

By studying the structure of information devices and data processing and storage methods, we will consider why vulnerabilities 

and problems caused by the hardware structure of computers arise. 

In addition, students will come to understand the key points for judging safety and range of use from an explanation of the 

problems that arise from improvements in convenience such as portability and the threats caused by security measures. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. セキュリティの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熱発生の関係および動作への影響 

3. 主記憶装置１/ 装置の役割と処理能力向上との関係 

4. 主記憶装置２/ SRAM と DRAMの役割 

5. 補助記憶装置１/ ハードディスクの仕組みと読み出しエラー 

6. 補助記憶装置２/ フラッシュメモリの仕組みと読み出しエラー 

7. 補助記憶装置３/ 光ディスクの仕組みと読み出しエラー 

8. 補助記憶装置まとめ/ 各媒体の長所・短所に応じた利用場面 

9. OSのファイル管理１/ ファイル管理システムとデータの残存 

10. OSのファイル管理２/ 削除ファイルの復元と漏洩防止に求められるデータ消去ランク 

11. OSのファイル管理３/ファイルの完全消去方式と媒体の廃棄 

12. 装置の認証１/ 生体認証およびパスワード、暗号利用の利点と問題点 

13. 装置の認証２/ パスワードクラッキングへの対処と二段階認証 

14. セキュリティ対応が生むリスク 

 

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） 

レポート試験(Report Exam)(100%) 

【変更前】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)） 
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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） 

 

 

  



 

 - 1333 - 

■FH813 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

情報科学２                       新座(Niiza) 

(Information Science 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
ウェブサイト利用履歴の個人情報化と脆弱性につながるインターネットの仕組み 

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） 

日本語 

(Japanese) 

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，インターネット通信の処理方法と脆弱性、ウェブサイトの行動履歴情報利用に関する社会的動向などについて

学ぶことで，個人のリテラシーを超えて生じるインターネットの諸問題と，利用について留意すべき点を選択・判断するポイントを

理解する。 

 

Students will learn the basic concepts of information, communication processing methods and vulnerabilities, and social trends 

in information usage, etc., and understand the key points to select and judge the various problems of the internet that arise 

beyond individual literacy and points to be noted about usage. 

 

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。また近年では複数のウェブサイト

を通じて収集された行動履歴の情報が統合・分析・反映されるようになったことで利便性が増す一方，情報運用に関する問題や

プライバシー侵害などが取り沙汰されるようにもなり，法整備が進められている。 

このような問題が何に由来しなぜ問題となるのか，またどのような対応が可能なのかを理解するため以下の 2 点について説明す

る。 

（１）ウェブサイト側の「行動履歴」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，また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。 

 

The internet is a "system with good intentions" and is therefore characterized by being vulnerable to malicious attacks. In 

recent years, while collecting and using information via the internet brings convenience to users, privacy issues and the like are 

widely discussed. 

The following two points will be explained to allow students to understand what causes such problems, what becomes a 

problem, and how they can be dealt with. 

(1) Use of "website access history" on the site side 

A network consists of data transmission and reception by both the user and the information provider. We will consider how 

information is collected and used after understanding that the information on the user side is also necessary for communication 

itself and for convenience, and also consider the problems that arise. 

(2) Internet mechanisms and attacks 

After understanding the mechanisms of the internet and the necessity of communication procedures, and learning about the 

problems that arise from it and the methods of unauthorized use and attacks that exploit them, we will consider how to prevent 

unauthorized use and how to deal with unauthorized use that cannot be prevented. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ウェブサイトでの行動履歴利用１ 

コンピュータ・ネットワークの目的と通信によってウェブサイトに伝わる情報 

2. ウェブサイトでの行動履歴利用２ 

機器識別に利用される２つのアドレス/ MAC アドレスと IPアドレス 

3. ウェブサイトでの行動履歴利用３ 

アドレスの割り当て方法/ ウェブサイト側がアドレスで判別可能な情報の範囲 

4. ウェブサイトでの行動履歴利用４ 

行動履歴/ セッション管理と cookieによるユーザーの行動履歴統合と必要性 

5. ウェブサイトでの行動履歴利用５ 

情報統合の利用例/ 情報検索の仕組みとパーソナライズ 

6. ウェブサイトでの行動履歴利用６ 
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サードパーティ cookie と収集範囲の広がり/ ウェブサイトを超えた情報統合とビッグデータ，AI 

7. ウェブサイトでの行動履歴利用７ 

情報統合による情報精度の向上/ 個人情報化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/ パケット交換方式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 

パケット転送と集線装置/ スイッチ、アクセスポイントの転送方法と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 

エラー保証/ 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 

エラー保証を利用した端末への攻撃準備/ 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 bot化およびマルウェア 

14. インターネットの仕組みと攻撃７ 

転送や送信先指定、セッション等を利用したパケットへの攻撃/盗聴とパケット誘導、中間者攻撃 

 

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

配布資料の内容を確認し，日常でのインターネット利用経験をふまえて実際に生じた問題との関係や疑問点を整理しておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(100%) 

【変更前】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 Students at Rikkyo University) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
動物から見たユーラシア交流史 

担当者名 

（Instructor） 
四日市 康博(YOKKAICHI 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） 
 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

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） 

東西ユーラシアにおける人・モノ・文化の移動・交流とその相互影響を題材として、身のまわりの社会・文化がユーラシアの影響を

受けていることを理解し、多角的・広域的な視野で思考することができるようになることを目標とする。また、文献や史料の扱い

方・調べ形を学ぶと共に、発表とディスカッションを通じて自身を意見を的確に伝達し、他者の意見から自身の改善点を汲み取る

ことができるようにすることにも留意する。 

 

In this course, we aim at getting the necessary skills of historical study, including obtaining information, understanding, and 

writing through research, presentation, and discussion concerning migration and transmission of materials, technics, and images 

in East-West Eurasia and Maritime Asia.  

 

授業の内容（Course Contents） 

古来から人・モノ・文化は東西ユーラシアを行き交い、相互の文化圏に影響を与えた。その身近な事例として「動物」或いは「動物

の意匠」を取り上げ、そこに見られる動物がそれぞれの地域でどのような意味を持ち、他地域に影響を与えたのかを考察する。

当科目はゼミナール形式をとるため、初回にテーマに関する解説をおこなう際に各自にテーマを設定させ、導入講義をおこなった

後に、発表・ディスカッションをおこなってもらう。 

 

In the course, we pick up the diffusion of animals and their designs in Eurasia. At the first time, you introduce your theme and 

we schedule your turn of the presentation. After the introductory lectures, you make a presentation about your topics, then we 

discuss what you presented. At the end of the course, you submit a report improved after the discussion. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 導入講義１ 

3. 導入講義２ 

4. 受講生の発表とディスカッション (1) 

5. 受講生の発表とディスカッション (2) 

6. 受講生の発表とディスカッション (3) 

7. 受講生の発表とディスカッション (4) 

8. 受講生の発表とディスカッション (5) 

9. 受講生の発表とディスカッション (6) 

10. 受講生の発表とディスカッション (7) 

11. 受講生の発表とディスカッション (8) 

12. 受講生の発表とディスカッション (9) 

13. 受講生の発表とディスカッション (10) 

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） 

初回に発表の順番と各自のテーマを決定します。導入講義や他人の発表を参考にして、自分のテーマについて情報収集・史料

講読をおこない、発表準備を進めてください。発表が終わった後はディスカッションや教員の講評を参考にして、レポート作成に向

けてさらに修正と推敲を進めてください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/ディスカッションへの参加と他発表への貢献(50%)/研究発表(10%) 

各自の初回発表時の完成度よりも、むしろディスカッションや追加調査・研究に基づく伸びしろを評価する。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 
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参考文献（Readings） 

初回授業時、および導入講義時にいくつか参考文献を提示します。 

 

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 Students at Rikkyo University) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
英語語彙の特徴とその歴史 

担当者名 

（Instructor） 
唐澤 一友(KARASAWA KAZUTOMO) 

学期 

（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） 

日本語 

(Japanese) 

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） 

英語語彙に関する文献を講読しながら、英語語彙の歴史や性質についての造形を深めるとともに、英語圏の歴史・文化について

も学ぶ。 

 

This course aims to learn the history of English vocabulary as well as the historical, linguistic, and cultural backgrounds of 

English-speaking countries. 

 

授業の内容（Course Contents） 

毎回の授業で、教科書を 2 章ずつ（合計 6 ページ程度）講読し、そこに述べられた内容を確認し、また、その背後にある言語的、

文化的、歴史的背景について、発表したり話し合ったりしながら、英語語彙の歴史や英語という言語の性質について学びます。 

 

In each class of this course, we will read two chapters from the textbook (about six pages in total) and discuss their historic, 

linguistic, and cultural backgrounds with the aim of acquiring a deeper insight into the nature of the English language.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. The Story of English in 100 Words の序章講読 

3. The Story of English in 100 Words の講読およびそれに基づく発表・ディスカッション 1 

4. The Story of English in 100 Words の講読およびそれに基づく発表・ディスカッション 2 

5. The Story of English in 100 Words の講読およびそれに基づく発表・ディスカッション 3 

6. The Story of English in 100 Words の講読およびそれに基づく発表・ディスカッション 4 

7. The Story of English in 100 Words の講読およびそれに基づく発表・ディスカッション 5 

8. The Story of English in 100 Words の講読およびそれに基づく発表・ディスカッション 6 

9. The Story of English in 100 Words の講読およびそれに基づく発表・ディスカッション 7 

10. The Story of English in 100 Words の講読およびそれに基づく発表・ディスカッション 8 

11. The Story of English in 100 Words の講読およびそれに基づく発表・ディスカッション 9 

12. The Story of English in 100 Words の講読およびそれに基づく発表・ディスカッション 10 

13. The Story of English in 100 Words の講読およびそれに基づく発表・ディスカッション 11 

14. The Story of English in 100 Words の講読およびそれに基づく発表・ディスカッション 12 

 

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

教科書は英単語 100 語についての 100 の短いエッセイから成っています。授業では受講者の興味に合わせて、これら 100 のエ

ッセイの中から毎回 2 つずつを取り上げ、その内容を確認しながら、そこに述べられた内容の背後にある歴史的、言語的、文化

的背景について発表をしてもらったりディスカッションをしてもらったりします。授業前に必ず授業で扱う 2 つのエッセイを読み、内

容を確認し、ディスカッションに参加できるようにしてください。また、発表が当たっている場合には、準備を十分して授業に臨んで

ください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/授業内発表(40%)/授業への参加姿勢(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. David Crystal. 2012. The Story of English in 100 Words. Profile Books (ISBN:978 1 84668 428 9) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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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 Students at Rikkyo University) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
「いのち」をめぐって 

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） 

日本語 

(Japanese) 

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。 

 

We will take up the ethical issues raised about "life," grasp the actual situation, and study "human dignity." 

 

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、「強制不妊手術」・「優生政策」・「代理出産」・「出生前診断」・「遺伝子操作」・

「脳死」・「臓器移植」等が考えられる。 

 

We will take up some of the ethical issues about "life" that we face today and inquire into "human dignity" as we deepen our 

examination. Specifically, we plan to create several groups according to the participants' interests, give research presentations 

and talks under each theme, and then deepen the whole discussion. Themes may include "forced infertility surgery," "eugenics 

policy," "surrogate birth," "prenatal diagnosis," "genetic manipulation," "brain death," and "organ transplantation," etc. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション  

2. 「生命倫理」の諸問題 

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)） 
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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 Students at Rikkyo University) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
「社会」をどのように捉えるべきか－思考と議論－ 

担当者名 

（Instructor） 
岡部 桂史(OKABE KEISHI) 

学期 

（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） 

日本語 

(Japanese) 

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） 

本授業の目的は，現在の日本社会を形成している「キーワード」について，思考し，議論することを目的としています。本授業を通

して，日本社会の「現在」と「未来」を見通すための共通のプラットフォームを構築したいと考えています。本授業の目標は，受講

者が日本社会を取り巻く様々な問題について，根拠に基づいて考え，他者と建設的な議論を行えるようになることです。 

 

The purpose of this class is to think and discuss the "keywords" that make up the current Japanese society. Through this 

class, we hope to build a common platform for seeing the "present" and "future" of Japanese society. The goal of this class is 

to allow students to think about various issues in Japanese society based on evidence and to have constructive discussions 

with others. 

 

授業の内容（Course Contents） 

授業では受講者を 5 名程度のグループに分け，発表班（各２グループ）による各テーマのプレゼンテーションを行い，発表班の考

えた各テーマに関する「問い」に基づき，ディスカッションを行います。発表班の「問い」は，ディスカッションを有意義に進められる

ものが求められます。また，発表班以外の参加者も，事前に各回の該当部分のテキストを読み込み，各テーマについて，自身の

考え・立場を明確にしておく必要があります。自身の考え・立場は，単なる「思いつき」では有意義な議論になりません。きちんとし

た根拠を踏まえて，自身の考え・立場を考える必要があります。 

 

In class, students are divided into groups of about 5 students. Presentation groups (2 groups each) will give presentations on 

each theme. After that, students will discuss based on "questions" on each theme that the presentation group considered. The 

“questions” of the presentation group are required to be able to conduct discussions meaningfully. Also, other students need to 

read the text of the relevant part of each time in advance. Students need to clarify their ideas and positions for each theme.A 

student's thoughts and positions are not meaningful discussions if they are merely “shallow thoughts”. It is necessary to 

consider your own thoughts and positions based on proper grounds. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス－「反知性主義」への抵抗－ 

2. 図書館ガイダンス－情報検索講習会－ 

3. テーマ「GDP」－「社会のよさ」とは何だろうか－ 

4. テーマ「勤労」－生きづらさを加速させる自己責任の社会－ 

5. テーマ「時代」－時代を分けることと捉えること－ 

6. テーマ「多数決」－私たちのことを私たちで決める－ 

7. テーマ「運動」－異議申し立てと正統性－ 

8. テーマ「私」－自分の声が社会に届かない－ 

9. テーマ「公正」－等しく扱われること－ 

10. テーマ「信頼」－社会を支えるベースライン－ 

11. テーマ「ニーズ」－税を「取られるもの」から「みんなのたくわえ」に変える－ 

12. テーマ「歴史認識」－過去をひらき未来につなぐ－ 

13. テーマ「公」－「生活の場」「生産の場」「保障の場」を作りかえる－ 

14. テーマ「希望」－「まだ－ない」ものの力－ 

 

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

事前に授業計画を参考にテキストの該当章を読み，各章末の参考文献を参考にして図書館等でテーマについて調べておけば，

理解がさらに深まる。また，政治・経済・歴史の知識に不安のある学生は，高等学校レベルの政治経済・世界史・日本史の教科

書・参考書に目を通しておくと良い。その他，必要に応じて Blackboard 等により指示をする。  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業参加度(30%)/プレゼンテーション(35%)/ディスカッション(35%) 
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テキスト（Textbooks） 

1. 井手英策ほか、2017、『大人のための社会科－未来を語るために－』、有斐閣 (ISBN:9784641149205) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

【授業形態】ゼミナール形式。 

【課題に対するフィードバック】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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■FH905 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

立教生の学び方 

(Study Skills for Students at Rikkyo University) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
宗教社会学入門 

担当者名 

（Instructor） 
小池 靖(KOIKE 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） 
 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

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） 

現代社会における宗教現象について理解を深める。全学部学生に対し開かれた、宗教社会学の入門的なゼミナールを目指す。 

 

Students will deepen their understanding of religious phenomena in modern society.  This class aims to be an introductory 

seminar on sociology of religion, open to all undergraduate students. 

 

授業の内容（Course Contents） 

現代宗教社会学に関する基礎的な文献を輪読したあと、各自のテーマを決め、パワーポイントによる発表をおこない、最終レポ

ートを作成する。 

 

After reading the basic literature on modern sociology of religion, each student decides on his or her own topic, makes a 

presentation in PowerPoint, and submits a final report. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 全体案内・自己紹介 

2. 日本の宗教 

3. 新宗教 

4. 社会問題化する宗教 

5. スピリチュアル・ブーム 

6. 葬墓文化 

7. 政治と宗教 

8. 宗教社会学の方法 

9. 個人発表１ 

10. 個人発表２ 

11. 個人発表３ 

12. 個人発表４ 

13. 個人発表５ 

14. 個人発表６ 

 

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） 

発表／レポート(70%)/その他の要素（出欠、リアクションペーパー、授業への貢献度など）(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 高橋ほか編著、2012、『宗教と社会のフロンティア』、勁草書房 

 

参考文献（Readings） 

随時指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

諸注意 

https://ykoike.hatenablog.com/entry/2018/09/12/232738 

 

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 Students at Rikkyo University) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 

政治思想の基礎概念について学ぶ 

(Introduction to the study of key political ideas) 

担当者名 

（Instructor） 
松田 宏一郎(MATSUDA KOICHIRO) 

学期 

（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） 

日本語 

(Japanese) 

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） 

政治について考え、論じるために基礎となる概念について学び、概念の分析、それを用いた討論およびライティングの能力を伸

ばすことを目的とする。 

 

This course introduces students to studying and debating about key political concepts. Students will develop and extend their 

skills in conceptual analysis, argument, and writing. 

 

授業の内容（Course Contents） 

政治において鍵となる概念、特に自由、平等、基本的人権、民主主義といった基礎的かつ重要な概念の意味、歴史的変遷、現代

的用法について学ぶ。履修者は授業で指定された文献を読み積極的に討論に参加することを求められる。 

 

This course introduces key concepts and ideas underpinning contemporary politics including liberty, equality, fundamental rights, 

and democracy. These concepts' functions in our daily life will be examined, and students will be required to read assigned 

materials and participate actively in the discussion. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業の狙いと構成 

2. 「自由」の概念（1） 

3. 「自由」の概念（2） 

4. 「平等」の概念（1） 

5. 「平等」の概念（2） 

6. 「人権」の概念（1） 

7. 「人権」の概念（2） 

8. 「民主主義」の概念（1） 

9. 「民主主義」の概念（2） 

10. 理性的な政治的討論とはどのようなものか（1） 

11. 理性的な政治的討論とはどのようなものか（2） 

12. 合理的決定と民主的決定は同義か（1） 

13. 合理的決定と民主的決定は同義か（2） 

14. まとめと総合討論 

 

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

授業で読むべき文献を指示するので、それを準備として読み、内容を整理して理解しておき、授業での討論に活かす準備をす

る。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(40%)/授業内での討論(30%)/課題文献に関する理解を試す質問への答え(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

政治の基礎概念について読むべき文献の抜粋を初回の授業で配布する。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

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

 

 

  



 

 - 1346 - 

■FH907 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

立教生の学び方 

(Study Skills for Students 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） 

日本語 

(Japanese) 

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。 

 

Students will be able to correctly understand bookkeeping and financial statements. First, students will understand the basic 

structure of bookkeeping. Second, students will become able to read prepared financial statements correctly. Third, we would 

like to deepen students' understanding of accounting by discussing the role of accounting today. 

 

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。 

 

This course will be divided into the following first half and second half. 

In the first half, learning will focus on practice questions to master double-entry bookkeeping. In the second half, we would like 

to broadly discuss the basic and important financial statements and provide an explanation of accounting standards and the role 

of accounting today. 

 

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 
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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 

 

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 Students 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） 

日本語 

(Japanese) 

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。 

 

In this course, we aim to deepen students' understanding of the complex issues found in all parts of the world, such as "war, 

media and popular culture" while taking up the theme of media use in Japanese colonial lands and occupied territories during 

the Second World War. 

 

授業の内容（Course Contents） 

本科目では、戦時期の日本とその占領地に焦点を当てて、日本のメディア・文化政策について具体的な歴史資料を用いて検討を

行う。戦争とメディアと大衆文化の結びつきは第一次世界大戦以降、現代にいたるまでそのかたちを変えつつも、深化している。

特に音声や図像、映像などの非文字史料はその「わかりやすさ」と訴求力ゆえに多用されてきた。本科目では、非文字史料の批

判的解釈を実際に行っていく作業を通じて、戦争・メディア・大衆文化の結びつきの深さ、また日本と占領地の文化的相互理解の

問題について、理解を深めていく。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くとともに、受講者とともに資料を検討することで、メディアを読み解くスキルを広げていく。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。 

 

This course focuses on Japan during the war and its occupied territories and examines Japan's media and cultural policy using 

specific historical data. The connections between war, media and popular culture have deepened since the First World War, 

changing its form to the present day. In particular, non-text materials such as voice, images, and video have been used 

extensively because of their "easy-to-understand" aspect and appeal. In this course, we will deepen students' understanding of 

the depth of ties between war, media and popular culture, and the issue of mutual cultural understanding between Japan and 

occupied territories through the work of actually making critical interpretations of non-literature materials. Besides, we will 

invite four guests as examples of media culture policy research. In addition to learning various perspectives on war, media, and 

popular culture, we will expand the skills required to read and understand media by examining materials with students. Finally, 

students will create reports on war and media according to their interests. The materials to be handled will be selected based 

on the students' interest. Also, the schedule may be changed at the guests' convenience. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクションおよびメディア論への導入 

2. 文献についての検討：戦時メディア論 

3. 文献についての検討：帝国日本のメディアと文化 

4. 文献についての検討：日本人の占領体験 

5. 文献についての検討：メディア政策 

6. ゲストによる事例研究の紹介と資料の検討 1：戦時期非文字資料の現状と公開状況について 

7. ゲストによる事例研究の紹介と資料の検討 2：映画 

8. ゲストによる事例研究の紹介と資料の検討 3：音楽 

9. ゲストによる事例研究の紹介と資料の検討 4：図像資料 

10. 資料に関するグループ発表：図像資料(1)マンガ 

11. 資料に関するグループ発表：図像資料(2)美術 

12. 資料に関するグループ発表：音声資料 

13. 資料に関するグループ発表：映像資料 

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。 
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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） 

必要な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、2018、『新版 現代メディア史』、岩波書店 (ISBN:978-4000289207) 

2. 佐藤卓己、2018、『ファシスト的公共性――総力戦体制のメディア学』、岩波書店 (ISBN:978-4000612609) 

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) 

4. 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) 

5. 河西晃祐、2016、『大東亜共栄圏 帝国日本の南方体験』、講談社 (ISBN:978-4062586344) 

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。メディアを検討し

ていくには、単に社会学的な観点のみならず、歴史史料を批判的に読み解いていく歴史学的アプローチ、テクストを解釈していく

文学的アプローチ、権力についての深い洞察を行う政治学的アプローチ、人間の経済的営為を明らかにしていく経済学的・経営

学的アプローチ、メディアのテクノロジーについて考察する自然科学的アプローチなどさまざまな方法がある。参加者それぞれが

専門的学知をもって取り組むことを強く期待したい。 

 

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 Students at Rikkyo University) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
台湾・中国・日本をとりまく諸問題 

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） 

日本語 

(Japanese) 

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、台湾・中国・日本の政治、軍事、安

全保障、日中米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。 

 

Upon completion of the course, students will have a basic ability to analyze the issues of politics,military  and security in 

Taiwan, China and Japan, and Japan-China-US-Taiwan relations by utilizing their improved knowledge of a variety of issues in 

East Asia gained from the course. 

 

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する台湾・中国・日本を取り巻く諸問題を取り上げて解説し、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。時間配分は①前回のコ

メントペーパーの紹介と質問への回答 10 分、②当日の主題解説 40 分、③討論 40 分、④コメントペーパーの記述 10 分、を目安

とする 

 

This course provides detailed lectures on the issues of Taiwan, China and Japan that poses strong power in politics, economy 

and military in East Asia. The course is designed to spend more time on Taiwan-related issues and take a several types of 

activities, including discussion, case study and role-playing, to understand the issues from various aspects.  Each class 

includes: 1) Reaction and questions from previous class (10 mins), 2) Lecture (40 mins), 3) Activity (40 mins), and 4) Writing 

reaction paper (10 mins).  

 

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. 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。 

4. 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。 

5. 現代の台湾政治【３】 

蔡英文政権（2016-）の台湾政治と、2020 年の総統選挙・立法委員選挙を論じる。 

6. 中台関係 

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。 

7. 米台関係 

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. 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。 

9. 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。 

10. 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。 

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 2020 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 
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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） 

コメントペーパーの内容(30%)/セミナーへの積極的参加姿勢と発言内容(70%) 

3/4 以上の出席がない場合は成績評価の対象としない（担当者が認める特別の事情がある場合は除く）。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 防衛研究所、2017、『中国安全保障レポート 2017』、防衛研究所 (ISBN:9784864820462) 

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) 

 

参考文献（Readings） 

1. 防衛研究所、2018、『中国安全保障レポート 2018』、防衛研究所 (ISBN:9784864820592) 

2. 防衛研究所、2019、『中国安全保障レポート 2019』、防衛研究所 (ISBN:9784864820684) 

3. 防衛研究所、2019、『中国安全保障レポート 2020』、防衛研究所 (ISBN:9784864820769) 

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。 

『東亜』は財団法人霞山会ウェブサイトから一部がダウンロード可能。 

 

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 Students 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） 

日本語 

(Japanese) 

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現状や関連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。 

 

Students will learn about the actual conditions of multiculturalization in the major metropolitan cities in the world and related 

policies. They will be encouraged to think from the perspective of global comparison. Students will acquire sociological thinking 

skills and critical analysis skills through reading, reporting, and discussion of multiculturalism and multicultural realities in 

different societies. 

 

授業の内容（Course Contents） 

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。 

 

Focusing on the reality of global urban spaces, we will try to compare the current state and future of multiculturalization. First, 

we will study the problems of ethnicity and minorities in modern society while learning modern sociological concepts such as 

difference, otherness, and identity, and so on. Following this, we will study the history and present state of multiculturalization 

of Western societies in North America and Australia. We will also investigate policies and practical examples related to 

multicultural co-living based on theoretical, political, and practical discussions on multiculturalism in recent years. Then, we will 

shift our perspective to the East Asia region, examine the current situation in Japan and Korea, and try to examine it while 

comparing it with the current situations in North America and Australia. 

 

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） 
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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) 

3. 関根政美、2000、『多文化主義社会の到来   』、朝日新聞社 (ISBN:402259750X) 

4. 宮島喬・石原進他、2019、『開かれた移民社会へ』、藤原書店 (ISBN:9784865782219) 

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) 

4. 加藤普章、2018、『カナダの多文化主義と移民統合』、東京大学出版会 (ISBN:9784130301640) 

5. 平田由紀江他、2019、『ソウルを歩く：韓国文化研究はじめの一歩』、関西学院大学出版会 (ISBN:9784862832856) 

その都度，紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

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 Students at Rikkyo University) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
『レ・ミゼラブル』を読む 

担当者名 

（Instructor） 
菅谷 憲興(SUGAYA NORIOKI) 

学期 

（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） 

日本語 

(Japanese) 

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） 

ヴィクトル・ユゴーの『レ・ミゼラブル』（1862）を読みながら、フランス革命後の十九世紀フランス社会について考察する。 

 

Students will consider nineteenth-century French society after the French Revolution by analyzing Victor Hugo's Les 

Misérables (1862).  

 

授業の内容（Course Contents） 

ユゴーの有名な小説を翻訳を使って熟読していく。長大な作品なので、授業ではおもに最初の二巻を扱うことになる。誰でもタイト

ルぐらいは知っているこの小説は、物語として抜群に面白いだけでなく、十九世紀前半のフランスの歴史や社会に関する最良の

百科事典にもなっている。毎回一つの歴史的・文化的テーマを掘り下げながら、フランス革命後の激動の時代の諸相を探ってい

きたい。恋愛から革命まで幅広いテーマに触れる予定。毎回授業の最初に必ず全員にミニ・レポートを提出してもらい、さらにあら

かじめ当てられた学生に発表してもらった上で、それをもとにディスカッションする。従って、該当箇所を読んでこなかった学生に

は出席を禁止する。 

 

In this course, we will peruse the translations of Victor Hugo's famous novels, focusing on the first two volumes. The novel is 

not only extremely interesting as a story but also an excellent encyclopedia of French history and society in the first half of the 

nineteenth century. We will explore each aspect of the turbulent era after the French Revolution, delving into one historical and 

cultural theme in each reading. At the beginning of each class, each student will submit a mini-report, with an assigned student 

presenting. Students who have not read the relevant section are prohibited from attending. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 解説と発表１ 

3. 解説と発表２ 

4. 解説と発表３ 

5. 解説と発表４ 

6. 解説と発表５ 

7. 解説と発表６ 

8. 解説と発表７ 

9. 解説と発表８ 

10. 解説と発表９ 

11. 解説と発表１０ 

12. 解説と発表１１ 

13. 解説と発表１２ 

14. まとめ 

 

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

必ず次回の授業で扱う個所を読んで、リアクションペーパー一枚分のミニ・レポートを書いてくること。提出しなかった学生は、出

席不可とする。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/発表(30%)/授業への参加度(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. ユゴー、1967、『レ・ミゼラブル（第一巻）』、新潮文庫 (ISBN:4102117016) 

2. ユゴー、1967、『レ・ミゼラブル（第二巻）』、新潮文庫 (ISBN:4102117024) 
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参考文献（Readings） 

1. 鹿島茂、1994、『「レ・ミゼラブル」百景』、文春文庫 

2. 稲垣直樹、1998、『「レ・ミゼラブル」を読みなおす』、白水社 

3. デイヴィッド・ベロス、2018、『世紀の小説『レ・ミゼラブル』の誕生』、白水社 

その他、授業中に適宜指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

2019 年春（4/19～5/28）に帝国劇場で『レ・ミゼラブル』のミュージカルを再演します。ぜひ観に行くことを勧めます。 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 

 - 1356 - 

■FH912 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

立教生の学び方 

(Study Skills for Students 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） 

日本語 

(Japanese) 

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） 

様々な建築を考察することで、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。 

 

Through a study of various architecture styles, the participants will be able to concretely grasp the dynamic relationship 

between body and space. 

 

授業の内容（Course Contents） 

日本と西洋の近現代の様々な建築作品を取り上げながら、身体（知覚と感覚）と空間、あるいは、身体と環境の相互的な影響を

考えてみたいと思います。 

 

 This course will encourage students to consider the interaction between the body (perception and sensation) and space, or 

that between the body and the environment, through analysis of a variety of modern and contemporary architectural works in 

Japan and the West. 

 

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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■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） 
キャンパスの考現学ーいま・ここの価値を掘り起こす 

担当者名 

（Instructor） 
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） 

日本語 

(Japanese) 

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） 

多様なひとが集うコミュニティとしての大学キャンパスの価値を、考現学の方法を用いて掘り起こす。 

 

The purpose of this course is unearth the value of university campus as a community where diverse people gather using the 

modernology approach. 

 

授業の内容（Course Contents） 

キャンパスもひとつのコミュニティであることをふまえ、考現学の方法を用いて、講義の中で次の１〜５のアクションを実施する。１

−きちんと出会う、２−場の共有（親密さの育成）、３−多側面からの相互理解、４ープロジェクトの計画と実施、５−振り返り。授

業を通し、いま・ここの価値を発見・創造することを目指す。 

 

Considering that a university campus is a community, implement actions 1 to 5 using the modernology approach. 1: formal 

meeting, 2: sharing of place (creating intimacy), 3: mutual understanding on multiple aspects, 4: project planning and execution, 

and 5: review. This course aims to identify and create the value of “now” and “here.” 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業目的とゴール、学びのプロセスの明示。教員と履修者の存在確認。 

2. 考現学について１：場所への眼差し 

3. 考現学について２：ひとへの眼差し 

4. 考現学について３：出来事への眼差し 

5. キャンパスの価値の探究１：スポットのピックアップ 

6. キャンパスの価値の探究２：マッピングと価値ある場所の可視化 

7. キャンパスの価値の探究３：キャンパスマップの作成 

8. キャンパスの価値の探究４：PR ポスターづくり（１）コンセプトの明確化 

9. キャンパスの価値の探究５：PR ポスターづくり（２）写真と広告コピー 

10. キャンパスの価値の探究６：PR ポスターづくり（３）作品講評 

11. キャンパスの価値の探究７：キャンパス紹介動画づくり（１）企画会議、ロケハン他 

12. キャンパスの価値の探究８：キャンパスの紹介動画づくり（２）企画会議、動画制作 

13. キャンパスの価値の探究９：キャンパスの紹介づくり（３）作品講評 

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） 

講義の場もまたコミュニティです。予習・復習は、講義で紹介する関連図書に目を通したり、ふだん足を運ばないキャンパス内の

各スポットを訪ねてみてください。 

 

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による振り返り(20%)/ワークの成果物および取り組み(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

＊新座キャンパスでの「キャンパスの価値発見」の同様の試みも紹介しつつ、授業を進めます。 
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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 Students at Rikkyo University) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
オリンピック・パラリンピックを読む 

担当者名 

（Instructor） 
 

学期 

（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） 

日本語 

(Japanese) 

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） 

本授業では、多角的な角度からオリンピック・パラリンピックに関する文献を講読・議論するなかで、オリンピック・パラリンピックの

意義と意味、その果たしてきた役割、これからのオリンピック・パラリンピックのあり方・可能性を考究する。 

 

In this course, students will examine the significance and meaning of the Olympic and Paralympic Games and the future and 

potential of the Games through reading and discussing related literature from various viewpoints. 

 

授業の内容（Course Contents） 

2020 年、東京オリンピック・パラリンピックが開催される。オリンピック・パラリンピックをどのようにとらえ、生かしていけばよいのだ

ろうか。本授業では、オリンピック・パラリンピックに関する文献を講読・検討する。毎回テーマを設定し、受講生で担当を決め、指

定された文献を精読した上でレジュメを作成、発表する。発表に基づいてオリンピック・パラリンピックの意味・役割・これからのあ

り方・可能性等について議論する。 

 

In 2020, the Tokyo Olympics and Paralympics will be held. How should the Olympic and Paralympic Games be captured and 

utilized? In this course, students will read and review literature related to the Olympic and Paralympic Games. Each time a 

theme is set, the student decides on the person in charge, and after carefully reading the specified documents, a resume is 

created and presented. Based on each presentation, the meaning and role of the Olympics and Paralympics, the future 

possibilities, and other issues will be discussed. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス グルーピング 

2. オリンピックの歴史的変遷と現在地 

3. パラリンピックの歴史的変遷と現在地  

4. オリンピックと政治 

5. オリンピックと商業主義 

6. オリンピックとナショナリズム 

7. オリンピックとメディア 

8. オリンピックと人種問題 

9. オリンピックとテクノロジー 

10. オリンピックと平和 

11. パラリンピックと共生社会 

12. パラリンピックと障がい者スポーツ推進の乖離 

13. オリンピック・パラリンピックレガシー 

14. 2020 年東京オリンピック・パラリンピックを考える 

 

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

事前に講読対象の文献を読み込み、疑問的や議論したい内容について予習しておくこと。担当者はレジュメを作成し、関連する

文献を読んでおくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業時の出席、担当回の報告、議論等への参加状況等(60%)/最終レポート(Final Report)(40%) 

2／3 以上の出席をしてない場合は、単位修得不可。 

 

テキスト（Textbooks） 

それぞれのテーマで扱う文献は、第 1 回目の授業で紹介する。 

 

参考文献（Readings） 

必要に応じて授業中に紹介する。 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

積極的な参画を期待しています。 

 

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 Students at Rikkyo University) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
科学の未来を考える 

担当者名 

（Instructor） 
田渕 眞理(TABUCHI MARI) 

学期 

（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） 

日本語 

(Japanese) 

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） 

科学の未来を考える。調査解析、ディスカッション能力を養い、プレゼンテーションやレポートにまとめる能力を身につける。 

 

This course aims to illuminate the future of science. Students will develop communication and discussion skills through group 

work and acquire the ability to organize presentations and reports. 

 

授業の内容（Course Contents） 

履修者をグループ分けする。グループ毎に調査するテーマを決める。グループ内で協力しながらテーマについて調査する。調査

した結果をまとめてプレゼンテーションを行い、ディスカッションをを行う。調査した結果をレポートにまとめる。 

 

Students will be divided into several groups; each group will select a theme and cooperate to investigate the theme. 

Presentations and  discussions, as well as a report of survey results, will be part of the course assessments.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. グループ分け、テーマ決定（1 回目） 

3. 調査、ディスカッション 

4. 調査、ディスカッション 

5. 調査、ディスカッション 

6. プレゼンテーション準備 

7. 発表会 

8. グループ分け、テーマ決定（2 回目） 

9. 調査、ディスカッション 

10. 調査、ディスカッション 

11. 調査ディスカッション 

12. プレゼンテーション準備と練習 

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） 

テーマについて各自調べてくる。発表は、パワーポイント等を準備し、プレゼンテーションの事前練習をしてくること。発表会後に

発表内容をまとめたレポートを提出する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席と授業態度(50%)/プレゼンテーション(20%)/レポート(30%) 

 

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)） 

最低でもグループに 1 台のパソコンを使えるように、メディアセンターでパソコンを借りて授業に参加すること。授業時間外にテー

マについて調査してきた資料は USB メモリ等に入れて持参すること。 

 

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） 

リスクマネジメントの令和時代的意義を探る ～多彩な現場の最前線から、君たちが生

きぬくためのスキルを学べ～ 

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） 
 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

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） 

日常のリスクを多面的に考察し、リスクをコントロールしつつ、豊かな人生を送るための教養と技能、そしてどのような状況にあっ

ても生き抜くスキルを獲得することを目的とする。 

 

This course aims to address everyday risks from multiple angles and to instill the culture and skills to live a rich life while 

controlling the risks as well as the skills to survive in any situation. 

 

授業の内容（Course Contents） 

大学において，様々な危機管理を扱う分野や、金融に特化したリスク（保険）等を扱う分野の専門的講義はあると思われるが、誰

でもが実際に遭遇する可能性が高い日常的なリスクを扱う学際的なリスクマネジメントの講義は少ない。本講義では、リスクの予

防や対処の論理を教育資源ととらえ、リスクマネジメントを多角的な視座でとらえ直すことをおこなう。 

 

また、科目担当者が 30 年の実践から導き出されたアクティブラーニング型の授業運営スタイル：ダイアログ（対話）を活用した学

び合いを駆使することにより、ゼミ形式における学びを深める。 

 

なお、科目担当者は救命法国際トレーナーでもあり、緊急事態の対応や予防安全の観点から専門的知見も提示する。 

 

While many universities offer courses that deal with various types of crisis management and financial-specific risks (insurance), 

few interdisciplinary risk management lectures deal with general risks. In this lecture, we will consider the logic of risk 

prevention and coping as an educational resource and rethink risk management from multiple perspectives. In addition, the 

instructor will deepen students' learning in the seminar format through dialogue. The instructor is also an international trainer in 

lifesaving law and will provide expert knowledge from the perspective of emergency response and preventive safety. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション・学び方の導入 

2. 私の“事故”紹介！ 

3. 判例検証＆裁判官ワークショップ 

4. 待ったなし！ 救急の現場から（ゲスト：救命法国際トレーナー） 

5. 台風・地震・水害…自然災害の現場から（ゲスト：災害支援 NPO） 

6. 緊急事態から身を守るためのダイアログワーク 

7. 中間まとめ 

8. こどもの人権が危ない！（ゲスト：こどもの居場所 NPO） 

9. 塀の中ではいったい？（ゲスト：少年院法務教官） 

10. 放射能汚染の真実とは！？（ゲスト：福島県の避難地区長） 

11. これでいいのか日本の民主主義？（ゲスト：政治家あるいは政治家秘書） 

12. 改めて法治社会を問う（ゲスト：弁護士） 

13. 全体ダイアログプレゼン 

14. 総括まとめ 

 

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 BLACK BOARD 上で行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

各回の授業後に提出するリアクションペーパー(40%)/プレゼンなど授業内の成果物(30%)/最終レポート(30%) 

【変更前】平常点(In-class Points)100% (各界の授業後に提出するリアクションペーパー40%,プレゼンなど授業内の成果物 30%,最

終レポート(Final Report)30%) 

 

テキスト（Textbooks） 
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なし 

 

参考文献（Readings） 

授業時に紹介する 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

科目担当者は泰阜村で実際に活動する上記 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

に通う。 

 

ゲストは現段階の予定なので、開講してから変更の可能性あり。 

 

ダイアログ主体の授業を貫くルールは、「参画」と「自己決定」。自分で考えて、自分で動いて参加すればするほど、楽しくなり、学

びが大きくなる授業。持ってくるものは「やる気」。 

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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■FH917 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

立教生の学び方 

(Study Skills for Students at Rikkyo University) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
筋トレリテラシーを身につける 

担当者名 

（Instructor） 
宮村 淳(MIYAMURA ATSUSHI) 

学期 

（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） 

日本語 

(Japanese) 

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 100 年時代、一生付き合わなければならない自分の身体への理解を深め、ライフスキルとして長年活用できる筋トレリテラ

シーの基礎を身につける。 

 

Students will deepen their understanding of their own body that they must live with for life, in this era of living to 100 years, and 

acquire the foundation of muscle training literacy that can be used as a life skill for many years. 

 

授業の内容（Course Contents） 

日常生活で意識することの少ない人体の構造や力学的特性を学んで「身体への気付き」を促し、健康管理ツールとしての筋トレ

を、日常生活のレベルで使えることを目標としたい。運動技術の習得をゴールとするのでなく、学生間の議論と共有体験を通じて

各人が「カラダを探求する」入口に立てることを重視する。講義全体を通して、下記のテーマに対して多様な視点からアプローチし

ていく。 

 

・筋肉は重層構造を成しており、表面から触ることのできない深部筋への働きかけが重要であること 

・筋肉を動かさない生活を続けると、腰痛など様々な障害につながる機序を正確に理解すること 

・自分の身体を、筋トレやストレッチを通じて一定範囲内でコントロールすることの重要性を理解すること 

 

By learning the structure and mechanical characteristics of the human body that we are less conscious of in everyday life to 

promote "awareness of the body," we will aim to use strength training as a health management tool at the level of everyday life. 

Rather than focusing on the acquisition of motor skills, the emphasis will be placed on each student's entrance to the "quest 

for an ideal body" through discussion and sharing experiences among students.We will approach the following themes from 

various perspectives. 

 

-Muscles have a multi layer structure, and it is important to work on deep muscles that cannot be touched from the surface. 

-Understand exactly the mechanisms that lead to various illnesses, such as low back pain, if you continue living without moving 

your muscles. 

-Understand the importance of controlling one's body through strength training and stretching. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション（各自のバックグラウンド紹介、パートナー設定など） 

 ※初回は一般教室にて座学中心の内容。 

2. 肩甲骨を意識し、動きを高める 1 

※第 2 回目以降は、トレーニングルームにて実技＋講義 

3. 肩甲骨を意識し、動きを高める 2 

4. 自宅で行う上半身の筋トレ種目 

5. トレーニング変数（強度・量・頻度の考え方） 

6. 股関節の構造を理解し、トレーニングへの展開 1 

7. 股関節の構造を理解し、トレーニングへの展開 2 

8. 股関節の構造を理解し、トレーニングへの展開 3 

9. 自宅で行う下半身の筋トレ種目 

10. 体軸を意識し、体軸を強化する 1 

11. 体軸を意識し、体軸を強化する 2 

12. 骨格と筋肉の特徴を知り、健康管理とスポーツに役立てる─簡易アセスメント 

13. まとめⅠ 各人による簡易プレゼン 

14. まとめⅡ 全身の連動を意識する 

 

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

授業で学んだことを意識して生活動作・スポーツ動作を心がけ、そこで気付いたことを授業に再フィードバックする。 
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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有無を確認する。 

 

【注意事項】  

初回授業：一般教室にて座学中心に行う。服装は自由。 

2 回目以降：トレーニングウエア等の動きやすい服装と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。 

 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加態度(70%)/授業内提出物(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

必要に応じて授業時に配布する。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FH918 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

立教生の学び方 

(Study Skills for Students at Rikkyo University) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
身体と霊性―坐禅からのアプローチ― 

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） 

日本語 

(Japanese) 

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。  

 

In addition to learning from the theory aspects of spirituality and body theory in East-West religious thought, the aim of the 

course is to deepen comprehensive human understanding by also learning from practical aspects through zazen.  

 

授業の内容（Course Contents） 

テクノロジーによる身体の拡張によって引き起こされる生身の身体の意義の希薄化、五感で知覚される世界への執着から導か

れる霊性の否定という二つの傾向を特徴とする現代社会において生じる様々な問題を自覚し、それに適切に対処するためには、

過去の様々な思想との対話を通して現代社会における自己のあり方を客観視する必要がある。 

本授業では、以上のような現代的課題を念頭に置きながら東西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、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。 

 

We are aware of various problems that occur in modern society characterized by the two tendencies of dilution of the meaning 

of the physical body caused by extension of the body due to technology and denial of spirituality derived from attachment to 

the world perceived by the five senses. In order to cope with this properly, it is necessary to objectively look at the way of self 

in modern society through dialog with various ideas of the past. 

In this course, the aim is that by studying spiritual theories and physical theories in East-West religious thought theoretically 

and practically while keeping in mind the above-mentioned modern issues, students will gain comprehensive human 

understanding through the interaction between theory and practice. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 仏教思想における霊性と身体 

3. ゲストスピーカーによる坐禅指導（予定） 

4. 古代ギリシア哲学における霊性と身体 

5. キリスト教における霊性と身体 

6. 近代西洋における霊性と身体 

7. 科学技術社会における霊性と身体 

8. 身体と霊性に関する発表・議論（1） 

9. 身体と霊性に関する発表・議論（2） 

10. 身体と霊性に関する発表・議論（3） 

11. 身体と霊性に関する発表・議論（4） 

12. 身体と霊性に関する発表・議論（5） 

13. 身体と霊性に関する発表・議論（6） 

14. 身体と霊性に関する発表・議論（7） 

 

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。 
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参考文献（Readings） 

授業で適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

遠隔授業なので、坐禅は行わない。 

 

【変更前】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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■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） 

日本語 

(Japanese) 

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） 

モバイル機器の普及や人工知能（AI）の普及などにより、大きく変わるデジタル社会において，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。  

 

Students will understand and consider the knowledge, rules, morals, and information transmission that they should be aware of 

in the digital society that is greatly changing due to the spread of mobile devices and artificial intelligence (AI), etc., aiming to 

acquire practical skills.    

 

授業の内容（Course Contents） 

日々、生まれ、変化するサービスやビジネス，人工知能（AI)など最新技術利用した新たなビジネスや働き方が，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。  

 

How will new businesses and ways of working that use the latest technologies such as services, businesses, and artificial 

intelligence (AI) that are appearing and changing every day change our lives and society? We will organize the basic knowledge 

that students should know and comment on current topics related to information ethics. Students will organize and output their 

own ideas through exercises. Students will learn various ideas and deepen their thinking through group discussions and interview 

exercises.    

 

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. 情報技術とセキュリティ 

6. インターネットと犯罪 動向と対策 

7. 個人情報とプライバシー 

8. ビッグデータ活用と人工知能（ＡＩ） 

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. ソーシャルネットワークサービスと情報モラル 

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 に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） 

レポート試験(Report Exam)(70%)/授業で指示する課題(30%) 

【変更前】筆記試験(Written Exam)70%, 平常点(In-class Points)30% (授業で指示する課題 30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 高橋慈子 ほか、2020、『【改訂新版】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 

2020/4/21 シラバス変更：テキスト変更のため 

【変更前】高橋慈子 ほか/情報倫理 第 2 版/技術評論社/2020 
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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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■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） 

日本語 

(Japanese) 

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。 

 

Students will become able to understand the basic issues involved in digitizing information. 

Students will become able to understand the underlying mechanisms of computer and multimedia information processing. 

Students will become able to understand the basic mechanisms involved in artificial intelligence. 

 

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。 

 

Students will learn about the basic mechanisms of computers, multimedia systems, and the basics of artificial intelligence from 

the concept of digitization of information with the purpose of "understanding the mechanisms and principles" of information 

processing. 

 

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データ 

4. アルゴリズムとプログラム 

5. コンピュータシステムーソフトウェアの視点から 

6. コンピュータシステムーシステム開発の視点から 

7. コンピュータグラフィックスと画像処理その 1 

8. コンピュータグラフィックスと画像処理その 2 

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. インターネットとセキュリティその 1 

12. インターネットとセキュリティその 2 

13. 人工知能 

14. コンピュータと科学 

 

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(30%)/Blackboard上で行う小テスト(35%)/最終レポート(Final Report)(35%) 

 

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)） 
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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） 

日本語 

(Japanese) 

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。 

 

The goal is for students to gain the basic knowledge necessary to utilize materials for multimedia by learning about the 

mechanisms and principles of information digitization in multimedia, computing, processing, and use of information systems, etc. 

 

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。 

 

Students will learn about the characteristics of data for each application and purpose by learning the representation methods 

for numerical values, characters, images, audio, and video, etc. in digital data and their advantages and theoretical background. 

Also, students will learn an outline of data processing by learning about the roles and programs of devices that configure 

hardware and the functions of OSs. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. アナログデータとデジタルデータの特徴 

2. 情報の符号化と 2 進数/装置と四則演算 

3. 情報の符号化と２進数/論理演算とブール代数 

4. 情報を 2 進数で表現する/情報量の単位と文字コード 

5. 情報を 2 進数で表現する/音声の標本化・量子化・符号化 

6. 情報を 2 進数で表現する/画像の標本化・量子化・符号化 

7. 情報を 2 進数で表現する/動画の仕組みと３D 表現 

8. 情報を加工する/シャノンの情報エントロピーと可逆圧縮 

9. 情報を加工する/画像と音声の不可逆圧縮 

10. コンピュータの処理/ハードウェアの構成要素と CPU 

11. コンピュータの処理/半導体の性質と主記憶装置の 1/0 

12. データの記録/磁気ディスクの 1/0 

13. データの記録/フラッシュメモリと光ディスクの 1/0 

14. 機械語・プログラミング言語（高水準言語）・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） 

配布する資料の内容を確認し、疑問点を整理しておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(100%) 

【変更前】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。 
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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） 

日本語 

(Japanese) 

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。 

 

Students will become able to understand information science thinking used in society and organizations and the basic facts of 

information systems. 

Deepen students' understanding of the effects of using computers and other information devices on human society and 

organizations. 

Become able to explain how to use multimedia systems and their effects. 

 

授業の内容（Course Contents） 

主に人間や社会にかかわる側面についての情報処理技術が与える影響を学ぶものである。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。また、計算論的思考(Computinal Thinking)

の基礎となる知識を学ぶ。 

 

Students will learn about information activities mainly from the aspects of humans and society, and will learn the actual usage 

and influence of multimedia systems such as networks based on a basic knowledge of communications. Students will learn 

basic knowledge about Computinal Thinking. 

 

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。 
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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） 

日本語 

(Japanese) 

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。 

 

By learning about the basic concepts of information, information and processing in communications, information systems, and 

the relationships between information and society, etc., we will aim to consider the application of multimedia using networks. 

 

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。 

 

The development of multimedia is strongly linked to network technology, and while multimedia content is used through networks 

and can be used to support individuals and society, problems have also been raised. 

By learning about internet standards and the mechanisms for realizing the services currently provided, students will learn about 

the advantages and problems that these mechanisms involve and how to relate to the information environment. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. インタラクティビティとコンピュータ・ネットワークによる資源共有 

2. インターネットの特徴/ 分散型ネットワークとパケット交換方式、ベストエフォート型 

3. 環境の多様性とネットワークプロトコル/ TCP/IPプロトコル群の階層構造 

4. ネットワークインターフェース層/ 直接接続範囲の通信機器と伝送信号 

5. ネットワークインターフェース層/ MAC アドレスとフレーム構造 

6. ネットワークインターフェース層/ 集線装置と半二重通信・全二十通信 

7. インターネット層/ IP アドレスの構造と割り当て方法および「匿名性」について 

8. インターネット層/ IPv4 の枯渇問題と IPアドレス・MAC アドレスの関連付け 

9. インターネット層/ ルーターによる経路決定 

10. パケットロスとエラー対応プロトコル 

11. トランスポート層/ 確実性重視と効率性重視のプロトコル 

12. トランスポート層/ ポート番号の役割と利用およびポート開放とセキュリティ 

13. アプリケーション層/ アプリケーションのプロトコルとドメインネームシステム 

14. クライアント-サーバ型と P2P型ネットワーク，ブロックチェーン 

 

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

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） 

レポート試験(Report Exam)(100%) 

【変更前】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)） 
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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 Students 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） 

日本語 

(Japanese) 

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の世界や歴史を学ぶと共に、対局を通して総合的な能力や創造性を養う。 

 

Students will learn about the world and history of Go, which has been handed down as a traditional Japanese culture, and 

cultivate comprehensive abilities and creativity through the game. 

 

授業の内容（Course Contents） 

6 路盤、9 路盤では囲碁のルールを学ぶ。 

19 路盤では模範碁を繰り返し並べながら技術を修得する。 

また、囲碁の歴史や、世界的に広まり国際化している囲碁やその魅力について学ぶ。 

 

Students will learn the rules of Go by 6x6 and 9x9 boards. 

Students will learn the techniques by studying the model positions repeatedly on a 19x19 board. 

Also, students will learn about the history of Go, the global and internationalized Go, and its attractiveness. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス（授業進行の説明、囲碁の世界の紹介） 

ルールの解説①（6 路盤） 

2. ルールの解説②と対局（6 路盤） 

3. ルールの復習及び初歩技術①（9 路盤模範碁の解説） 

9 路盤対局 

4. ルールの復習及び初歩技術②（9 路盤模範碁の解説） 

9 路盤対局 

5. 9 路盤指導対局 

実践対局 

6. 囲碁の歴史 

9 路盤対局 

7. 模範碁の解説と対局①（19 路盤での終局の判断と整地の仕方） 

8. 模範碁の解説と対局②（19 路盤模範碁の解説と実践対局） 

囲碁の歴史 

9. 模範碁の解説と対局③（19 路盤模範碁の解説と実践対局） 

10. イベント対局と解説 

11. 模範碁の解説と対局④（19 路盤模範碁の解説と実践対局） 

12. 9 路盤指導対局 

実践対局 

13. 模範碁の解説と対局⑤（19 路盤模範碁の解説と実践対局） 

14. 19 路盤イベント対局 

講義のまとめ 

 

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。 

その他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） 

コメントシート(50%)/技術習熟度(10%)/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、単位修得不可。 

 

テキスト（Textbooks） 
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1. 石倉昇 梅沢由香里 黒瀧正憲 兵頭俊夫、2007、『東大教養囲碁講座』、光文社 (ISBN:978-4-334-03410-8) 

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)） 

基本的には講義形式で打ち方の解説をした後、受講生同士対局を行う予定である。 

授業では碁盤、碁石を使用するため、用意と片づけについて、協力してもらいたい。 

 

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 Students 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） 
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） 

日本語 

(Japanese) 

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 the related 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 meeting in the class.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction 

2. Happiness in "us" 

3. Happiness in Various Cultures 

4. Happiness in Religion 

5. Happiness in Sports 

6. Happiness in Psychology 

7. Happiness in Education  

8. Mid Reflection 

9. Happiness in Economics 

10. Happiness in Politics 

11. Happiness in Medicine 

12. Happiness in Epicurean Ethics 

13. Happiness in Aristotle's Virtue Ethics 

14. Happiness and Well-Being (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 (ed.). 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. Fred Feldman. 2012. What Is This Thing Called Happiness?. Oxford University Press (ISBN:978-0199645930) 

5. Aristotle. 2019. Nicomachean Ethics, 3rd edition. Hackett (ISBN:978-1107612235) 

6. Manzenreiter and Holthus (eds.). 2017. Happiness and the Good Life in Japan. Routledge (ISBN:978-1138956612) 

7. Sonja Lyubomirsky. 2008. The How of Happiness: A New Approach to Getting the Life You Want. Penguin Books (ISBN:978-

0143114956) 
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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)） 

 

 

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 Students at Rikkyo University) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 

小さなメディアの制作・発表からジェンダーを考える 

（Making small media on gender issues） 

担当者名 

（Instructor） 
野中 モモ(NONAKA MOMO) 

学期 

（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） 

日本語 

(Japanese) 

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） 

現代の社会と文化、とりわけジェンダー平等を目指す動きにおいて、個人や少人数のグループが自主的に制作する小さな紙のメ

ディア（ミニコミ、同人誌、ZINE、フリーペーパーなど）が担ってきた役割を知り、そうした個人的な表現・情報発信の意義を実践か

ら学ぶ。 

 

Students are expected to acquire basic knowledge on the independent small media's role in modern society and how it has 

contributed to the movement toward gender equality. By making and discussing small paper media such as minicomi, dojinshi, 

zine, and free papers, students are expected to learn the importance of personal expression. 

 

授業の内容（Course Contents） 

小さな規模で制作・運営される自主メディアは、テレビやラジオ、新聞などのマスメディアにおいて見過ごされがちな視点を伝えて

きた。とりわけ支配的なジェンダー規範によって不利な立場に置かれる人々は、自由に表現し、コミュニティを作り、社会への異議

申し立てをおこない、また楽しむための場としてそうした小さなメディアを利用してきた。 

これを踏まえ、参加学生各自がそれぞれのジェンダーにまつわる問題意識を反映した小部数の紙媒体（冊子やペーパーなど）を

制作する。 

制作過程で中間報告・意見発表を行うことにより、アイデアを交換し議論を深める。最終授業ではお互いの作品を読んだうえでの

意見交換を行う。 

 

Small independent media have been transmitting personal views that are often overlooked by mass media outlets such as TV, 

radio, and newspapers. Those small media are particularly important for the people who are oppressed by dominant gender 

norms. They use those media as space to express freely, make community, protest, and enjoy. 

Based on these practices, students are expected to make small paper media reflecting on their own views on gender. Every 

participant is asked to make a presentation, exchange ideas, and discuss. In the last session, we exchange opinions after reading 

each other’s work. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 自主・小出版の歴史と現在 

3. ジェンダーにまつわる問題を扱う自主出版の事例 

4. アイデア交換・ディスカッション 

5. 小さなメディア制作・運営の体験から 1（ゲスト） 

6. 学生による作品発表（中間報告）1 

7. 学生による作品発表（中間報告）2 

8. 学生による作品発表（中間報告）3 

9. 小さなメディア制作・運営の体験から 2（ゲスト） 

10. 学生による作品発表（中間報告）4 

11. 学生による作品発表（中間報告）5 

12. 学生による作品発表（中間報告）6 

13. 小さなメディア制作・運営の体験から 3（ゲスト） 

14. 全員の作品を踏まえて意見交換 

 

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

授業の内容を踏まえ、各自がジェンダーについての自分の問題意識を何らかのかたちで反映した紙媒体を制作する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/授業での発表(30%)/授業全般への参加(30%) 

最終レポートは制作した作品 
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テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. アリスン・ピープマイヤー、2011、『ガール・ジン 「フェミニズムする」少女たちの参加型メディア』、太田出版 (ISBN:978-

4778312688) 

2. ばるぼら，野中モモ、2017、『日本の ZINEについて知ってることすべて 同人誌、ミニコミ、リトルプレス―自主制作出版史

1960~2010 年代』、誠文堂新光社 (ISBN:978-4416517673) 

 

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 Students at Rikkyo University) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Interdisciplinary Research in Art and Humanities 

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） 
 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

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） 

This course aims to broaden knowledge and develop learning skills on humanity, especially art sciences. Being intended for 

international students and students who want to study, or have studied abroad, the course will develop international 

communication skills to present your own ideas and to exchange opinions with other people in English.  

 

授業の内容（Course Contents） 

In these days, interdisciplinary research is becoming more and more popular and it is important for all students to have interest 

in multiple study areas and to communicate with other students beyond language and culture. To develop academic English 

communication skills, students will practice providing presentations on topics in art and humanities and asking questions in 

English.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction: International communication skills in academia  

2. Presentation and discussion 1 

3. Presentation and discussion 2 

4. Presentation and discussion 3 

5. Presentation and discussion 4 

6. Guest speaker 1 

7. Presentation and discussion 5 

8. Presentation and discussion 6 

9. Presentation and discussion 7 

10. Presentation and discussion 8 

11. Guest speaker 2 

12. Presentation and discussion 9 

13. Presentation and discussion 10 

14. Presentation and discussion 11 

 

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

A presentation summary has to be submitted at latest 2 days before the course.   

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Presentation(50%)/Discussion(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

Blackboard will be used to provide materials.  

Zoom等を用いたオンライン（ライブ）での授業となります。 

 

注意事項（Notice） 
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■FI105 

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） 

昔遊び 

 

【変更前】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 24 名 

(変更前)定員 40 名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

１．昔遊びを通して積極的に身体を動かし、心身ともに健康的な生活習慣を獲得する。 

２．昔遊び（けん玉、お手玉など）にチャレンジし、その面白さを知る。 

３．オンライン上でのコミュニケーション能力を育成する。 

【変更前】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。 

３．コミュニケーション能力を育成する。 

 

英訳を希望. 

【Before change】1. Through sports, students can develop mentally and physically healthy lifestyles. 

2. Students learn the fundamental skills of badminton and acquire the grounding knowledge to be able to enjoy badminton 

throughout their lives. 

3. Students develop communication skills. 

 

授業の内容（Course Contents） 

この授業では、室内で、１人でも簡単にできる昔遊び（けん玉、お手玉、など）に取り組みます。たとえオンラインであっても、遊び

ながら体を動かす、できないことにチャレンジし、できた時の達成感・できない時の悔しさを感じる、学生同士で教える・教わる、学

生同士の交流を深める、オンライン上でのコミュニケーション能力を高める、といったことを大事に、授業を進めていきます。 

スポーツの授業で昔遊び（けん玉、お手玉など）に取り組むことに対して、違和感を感じる学生も多いでしょう。この授業をきっか

けに、そもそもスポーツとは何かを考えてみてください。 

留学生の参加も大歓迎です。 

【変更前】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。 

 

英訳を希望 

【Before change】Badminton uses very light rackets and shuttlecocks making it easy to rally continuously, and is an easy sport 

to get into even for beginners. This class aims to teach students the basic skills of badminton and for them to actively enjoy 

games (especially doubles) with cooperation between beginners and experienced players. In addition, students learn how to take 

a step further in their appreciation of the sport, such as by understanding the techniques of badminton from a scientific 

perspective and exploring tactics. Students aim to improve their communication skills through sports by prioritizing etiquette 

and cooperation with teammates. 

 

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）、アイスブレイク 

【変更前】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. けん玉・お手玉にチャレンジ：現状を知る、目標を設定する 

【変更前】バドミントンにチャレンジ（シングルス、ダブルス） 

3. けん玉・お手玉のコツはなにか？ 

【変更前】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. グループ練習１：教える、教わる、できない技にチャレンジ 

【変更前】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. グループ練習２：教える、教わる、できない技にチャレンジ 

【変更前】基本フライトの習得 

6. グループ練習３：教える、教わる、できない技にチャレンジ 

【変更前】ダブルスの基礎（ルール、得点方法など） 
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7. 中間発表、お互いの成長を確認し合う、目標を再設定 

【変更前】ダブルス（団体戦） 

8. 最近の室内遊び(キャップ投げ、など）にチャレンジ 

【変更前】ダブルスのための応用練習１（ショットの緩急） 

9. グループ練習４：教える、教わる、できない技にチャレンジ 

【変更前】ダブルスのための応用練習２（ローテーション） 

10. グループ練習５：教える、教わる、できない技にチャレンジ 

【変更前】ダブルスのための応用練習３（攻守の切替） 

11. グループ練習６：教える、教わる、できない技にチャレンジ 

【変更前】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. ギネス記録に仮チャレンジ：大皿、連続何人、成功できるか？ 

【変更前】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. 皆で考えよう：スポーツとは何か？e スポーツはあり orなし？ 

【変更前】ダブルス・リーグ戦 

14. 最終発表 

【変更前】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(70%)/最終レポート(Final Report)(30%) 

【成績評価方法・基準変更前】平常点(In-class Points)100% (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ならない 

 

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)） 

・けん玉は初回授業よりも前に、各自で購入しておいてください（１０００～２０００円）。 

・お手玉は初回授業の中で作り方を説明します。 

・Zoomで、リアルタイムで実施します。 

・グループワークが多い授業になるため、原則、ビデオオンで参加してください。 

 

 

注意事項（Notice） 

【スポーツ実習科目に関する注意事項】 

1．スポーツ実習科目の受講には，「健康診断（Web問診）の受診が必須」となります． 

 授業初回に健康診断（Web問診）の受診の有無を確認します． 

 受診をしていない場合は成績評価の対象としない場合があるので，気をつけて下さい． 

https://spirit.rikkyo.ac.jp/health/checkup/SitePages/teiki.aspx  

 

2．第 1 回目の授業より実習が始まるので，「運動ができる服装・靴などを準備」し，授業に出席して下さい． 

 

3．スポーツ科目では授業内の安全管理上，授業中は「原則ビデオオン（顔出し）」にて参加して下さい． 

 

4．「授業当日の体調管理」や実技を行う際の「周囲の安全」には十分注意して行って下さい． 

 

【編集前】【スポーツ実習科目に関する注意事項】 

１．担当教員より特別の指示のない限り、更衣はポール・ラッシュ・アスレチックセンター（池袋キャンパス）/ 体育館（新座キャン

パス）の更衣室で行うこと。 

なお、第 1 回目の授業より実習が始まるので、運動ができる服装・靴を準備し、授業に出席すること。屋内施設で行う授業は専用

シューズを用意すること。 

2．天候等により通常の実施場所とは異なる場合があるため、屋内・屋外科目に関わらず、授業前にポール・ラッシュ・アスレチッ

クセンター入口（池袋キャンパス）/ 体育館入口（新座キャンパス）の掲示板で実施場所を確認すること。 

3．4 月に行われる定期健康診断を必ず受診しておくこと。 
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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 24 名 

(変更前)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。 

 

Deepen your understanding of the types and methods of training and work toward improving your physical fitness and increasing 

your health. 

 

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。 

 

Each time, body fat percentage and muscle mass are measured. After explanations of training methods for various goals are 

given, students begin practicing various types of training. Finally, students aim to aggressively burn fat using exercise bikes. 

 

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ならない 
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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。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

【スポーツ実習科目に関する注意事項】 

1．スポーツ実習科目の受講には，「健康診断（Web問診）の受診が必須」となります． 

 授業初回に健康診断（Web問診）の受診の有無を確認します． 

 受診をしていない場合は成績評価の対象としない場合があるので，気をつけて下さい． 

https://spirit.rikkyo.ac.jp/health/checkup/SitePages/teiki.aspx  

 

2．第 1 回目の授業より実習が始まるので，「運動ができる服装・靴などを準備」し，授業に出席して下さい． 

 

3．スポーツ科目では授業内の安全管理上，授業中は「原則ビデオオン（顔出し）」にて参加して下さい． 

 

4．「授業当日の体調管理」や実技を行う際の「周囲の安全」には十分注意して行って下さい． 

 

【編集前】【スポーツ実習科目に関する注意事項】 

１．担当教員より特別の指示のない限り、更衣はポール・ラッシュ・アスレチックセンター（池袋キャンパス）/ 体育館（新座キャン

パス）の更衣室で行うこと。 

なお、第 1 回目の授業より実習が始まるので、運動ができる服装・靴を準備し、授業に出席すること。屋内施設で行う授業は専用

シューズを用意すること。 

2．天候等により通常の実施場所とは異なる場合があるため、屋内・屋外科目に関わらず、授業前にポール・ラッシュ・アスレチッ

クセンター入口（池袋キャンパス）/ 体育館入口（新座キャンパス）の掲示板で実施場所を確認すること。 

3．4 月に行われる定期健康診断を必ず受診しておくこと。 
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■FI208 

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 24 名 

(変更前)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。 

 

Take good care of teamwork to connect with the ball and allow rallies to continue. By controlling the rally with your opponent, 

gain a sense of unity with your teammates. 

 

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。 

 

Improve your personal skills. It is possible to perform simple skill tests to equalize the strength of each team. After learning 

coordination in volleyball in a 3-v-3 minigame, students play 6-person games. 

 

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ならない 

 

テキスト（Textbooks） 
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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)） 

 

 

注意事項（Notice） 

【スポーツ実習科目に関する注意事項】 

1．スポーツ実習科目の受講には，「健康診断（Web問診）の受診が必須」となります． 

 授業初回に健康診断（Web問診）の受診の有無を確認します． 

 受診をしていない場合は成績評価の対象としない場合があるので，気をつけて下さい． 

https://spirit.rikkyo.ac.jp/health/checkup/SitePages/teiki.aspx  

 

2．第 1 回目の授業より実習が始まるので，「運動ができる服装・靴などを準備」し，授業に出席して下さい． 

 

3．スポーツ科目では授業内の安全管理上，授業中は「原則ビデオオン（顔出し）」にて参加して下さい． 

 

4．「授業当日の体調管理」や実技を行う際の「周囲の安全」には十分注意して行って下さい． 

 

【編集前】【スポーツ実習科目に関する注意事項】 

１．担当教員より特別の指示のない限り、更衣はポール・ラッシュ・アスレチックセンター（池袋キャンパス）/ 体育館（新座キャン

パス）の更衣室で行うこと。 

なお、第 1 回目の授業より実習が始まるので、運動ができる服装・靴を準備し、授業に出席すること。屋内施設で行う授業は専用

シューズを用意すること。 

2．天候等により通常の実施場所とは異なる場合があるため、屋内・屋外科目に関わらず、授業前にポール・ラッシュ・アスレチッ

クセンター入口（池袋キャンパス）/ 体育館入口（新座キャンパス）の掲示板で実施場所を確認すること。 

3．4 月に行われる定期健康診断を必ず受診しておくこと。 
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■FI232 

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） 
コンディショニングとセルフケア 

担当者名 

（Instructor） 
水上 博司（MIZUKAMI HIROSHI） 

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） 

日常における生活の習慣化と健康管理の意義を学びつつ、心身のコンディショニングのための実践とセルフケアのための生活健

康管理チェックシートを用いて自らの心身の変化への気づきと心身を管理・調整するのためのライフスキルの獲得を目指す。 

 

授業の内容（Course Contents） 

本授業はオンラインで行います。授業は次のような授業内容と時間配分を予定しています。ただ、受講生の様子を見ながら内容

は変更することもあります。出席確認（10 分程度）。毎時、ライフスタイルや健康の視点から大学生の精神保健の意識向上のた

めのミニレクチャーをします（10 分程度）。次に、自らの生活習慣を振り返り（約１週間程度）、生活健康管理チェックシートへの記

入と入力をし、blackboard から提出をします（25 分程度）。心身のコンディショニングのための脳トレ等のゲームや在宅でできるよ

うな身体活動プログラムを用いて自らの心身の変化への気づきを促します（30 分程度）。屋外でできる軽運動プログラム（ウォー

キングやランニング等）の実践に向けた動機づけとなるようなプログラムを行います（15 分程度）。まとめと次週の授業内容の確

認をします（10 分程度）。毎回の授業は、このような内容を計画していますが、受講生の人数やニーズ等によって大きく内容を変

更することもあります。またオンライン授業ですので、運動を行うための条件が整っていないケースもあると思います。ミニレクチャ

ーをしたあとは、授業時間外での心身のコンディショニングプログラムを実践への動機づけに時間をとり、その実践の様子を生活

健康管理チェックシートへ記録してもらうようにします。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス：本授業の進め方、第 2 回から第 13 回までは、それぞれ簡潔なテーマを掲げていますが、いずれもコンディショ

ニングやセルフケアに必要だと思われるものです。この視点からミニレクチャーをしますが、内容は変更することがありま

す。 

2. コンディショニングとセルフケア（１）：食と健康、生活健康管理チェック、心身コンディショニングと軽運動プログラム 

3. コンディショニングとセルフケア（２）：薬物と健康、生活健康管理チェック、心身コンディショニングと軽運動プログラム 

4. コンディショニングとセルフケア（３）：アルコールと健康、生活健康管理チェック、心身コンディショニングと軽運動プログラム 

5. コンディショニングとセルフケア（４）：筋力と呼吸、生活健康管理チェック、心身コンディショニングと軽運動プログラム 

6. コンディショニングとセルフケア（５）：運動不足と精神保健、生活健康管理チェック、心身コンディショニングと軽運動プログラ

ム 

7. コンディショニングとセルフケア（６）：ストレッチング、生活健康管理チェック、心身コンディショニングと軽運動プログラム 

8. コンディショニングとセルフケア（７）：水分補給、生活健康管理チェック、心身コンディショニングと軽運動プログラム 

9. コンディショニングとセルフケア（８）：脳と健康、生活健康管理チェック、心身コンディショニングと軽運動プログラム 

10. コンディショニングとセルフケア（９）：応急処置、生活健康管理チェック、心身コンディショニングと軽運動プログラム 

11. コンディショニングとセルフケア（１０）：軽い体操、生活健康管理チェック、心身コンディショニングと軽運動プログラム 

12. コンディショニングとセルフケア（１１）：加齢と心身、生活健康管理チェック、心身コンディショニングと軽運動プログラム 

13. コンディショニングとセルフケア（１２）うつ病、生活健康管理チェック、心身コンディショニングと軽運動プログラム 

14. 本授業のまとめ：コンディショニングとセルフケアの習慣化のために 

 

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

本授業はオンラインで行いますので、普段からライフスタイルや生活習慣を振り返るようにチェックシートを活用します。簡単なチ

ェック項目について、毎時の授業時に提出してもらうことで心身のコンディショニングの気づきに活用します。また、授業時間外に

おける屋内外での軽運動の習慣化を図るため、短い時間でも身体を動かして体調管理に励むようにします。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(16%)/毎時の健康管理チェックシートの提出(1 回の配点 7 点×12 回）(84%) 

第 2 回から第 13 回（12 回）の授業では生活健康管理シートの提出をします。これが平常点の 84点分となります。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 
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参考文献（Readings） 

1. 2020、『大学生のための最新健康・スポーツ科学』、八千代出版 (ISBN978-8429-1170-2) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

【スポーツ実習科目に関する注意事項】 

1．スポーツ実習科目の受講には，「健康診断（Web問診）の受診が必須」となります． 

 授業初回に健康診断（Web問診）の受診の有無を確認します． 

 受診をしていない場合は成績評価の対象としない場合があるので，気をつけて下さい． 

https://spirit.rikkyo.ac.jp/health/checkup/SitePages/teiki.aspx  

 

2．第 1 回目の授業より実習が始まるので，「運動ができる服装・靴などを準備」し，授業に出席して下さい． 

 

3．スポーツ科目では授業内の安全管理上，授業中は「原則ビデオオン（顔出し）」にて参加して下さい． 

 

4．「授業当日の体調管理」や実技を行う際の「周囲の安全」には十分注意して行って下さい． 

 

【編集前】 
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■FI265 

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 24 名 

(変更前)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. Introduce online class, F.I.T.T. guidelines, evaluation and complete health screening. 

【変更前】Review facility guidelines, evaluation and complete health screening. 

2. F.I.T.T Profile #1 (Fitness Measurements) - perform various tests to assess body composition, endurance, flexibility and 

strength   

【変更前】Fitness Test - perform measurements to assess body composition, flexibility and strength   

3. Flexibility - Introduce F.I.T.T. guidelines for flexibility and  sample flexibility circuits (static & dynamic) 

【変更前】Flexibility - introduce F.I.T.T. principle guidelines for flexibility and pilates yoga   

4. Flexibility Fitness - introduce ballistic & PNF stretching  

【変更前】Flexibility - introduce ballistic, PNF stretching  and power yoga   

5. Flexibility Fitness - Circuits & Pilates yoga 

【変更前】Circuit Training - -introduce F.I.T.T. principle guidelines for strength training   

6. Flexibility Fitness - Circuits and Power Yoga 

【変更前】Circuit Training 

7. Strength Fitness- Introduce F.I.T.T. guidelines for strength Circuit Training 

【変更前】Fitness Room - strength and endurance training   

8. Strength Fitness- Circuit Training 

【変更前】Fitness Room - strength and endurance training   

9. Strength Fitness - Circuit Training    

【変更前】Exercise ball - introduce F.I.T.T. principle guidelines for endurance    

10. Strength Fitness - Circuit Training H.I.I.T. ..... Report guidelines 

【変更前】Exercise ball  

11. Endurance Fitness - introduce F.I.T.T. principle guidelines for endurance training & Mindful Walking 

【変更前】Re-take fitness test - assess body composition, flexibility and strength 

12. F.I.T.T Profile #2 (Fitness Measurements) - retest body composition, endurance, flexibility and strength   

【変更前】Mini Tennis 

13. Endurance Fitness - Dance Aerobics 

【変更前】Table Tennis 

14. Endurance Fitness - H.I.I.T. 

【変更前】Table Tennis / Submit Report 
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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-screening form prior to physical activity. 

【変更前】Students must complete a medical examination and the pre-screening 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ならない 

 

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） 

【スポーツ実習科目に関する注意事項】 

1．スポーツ実習科目の受講には，「健康診断（Web問診）の受診が必須」となります． 

 授業初回に健康診断（Web問診）の受診の有無を確認します． 

 受診をしていない場合は成績評価の対象としない場合があるので，気をつけて下さい． 

https://spirit.rikkyo.ac.jp/health/checkup/SitePages/teiki.aspx  

 

2．第 1 回目の授業より実習が始まるので，「運動ができる服装・靴などを準備」し，授業に出席して下さい． 

 

3．スポーツ科目では授業内の安全管理上，授業中は「原則ビデオオン（顔出し）」にて参加して下さい． 

 

4．「授業当日の体調管理」や実技を行う際の「周囲の安全」には十分注意して行って下さい． 

 

【編集前】【スポーツ実習科目に関する注意事項】 

１．担当教員より特別の指示のない限り、更衣はポール・ラッシュ・アスレチックセンター（池袋キャンパス）/ 体育館（新座キャン

パス）の更衣室で行うこと。 

なお、第 1 回目の授業より実習が始まるので、運動ができる服装・靴を準備し、授業に出席すること。屋内施設で行う授業は専用

シューズを用意すること。 

2．天候等により通常の実施場所とは異なる場合があるため、屋内・屋外科目に関わらず、授業前にポール・ラッシュ・アスレチッ

クセンター入口（池袋キャンパス）/ 体育館入口（新座キャンパス）の掲示板で実施場所を確認すること。 

3．4 月に行われる定期健康診断を必ず受診しておくこと。 
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■FI267 

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） 

オンラインで学ぶクライミングとフィットネス 

 

【変更前】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） 
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） 

本授業は「スポーツクライミング知識の習得」を主目的としています。授業形式はオンライン（リモートライブとオンデマンド）です。

本授業を通して受講生の「コミュニケーション能力向上」，「段取り力向上」、そして「体力維持」を目指します。 

【変更前】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。 

 

The main purpose of this course is to "acquire sport climbing knowledge". The course is by online (remote live and on-demand). 

Through this course improvement of communication ability and making arrangement and maintenance of physical fitness are 

expected. 

【Before change】This course aims to use climbing to “teach fundamental knowledge and improve basic techniques,” “improve 

communications skills,” “improve planning skills,” and “improve self-efficacy.” 

 

授業の内容（Course Contents） 

スポーツクライミングとは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）を登り、ゴールを目指すスポーツです。授業ではこの魅力的なスポーツついてグルー

プワーク（Zoomのブレイクアウトセッション）で自らで調べていき、その成果をプレゼンテーションを通してクラス内で共有していき

ます。時には、屋内で実施できるクライミングのための自重負荷トレーニングも行います。 

【変更前】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。 

 

Sports climbing is a sport that aims at the goal by climbing various pre-determined tasks (courses) by putting hands and feet on 

protrusions called "holds" mounted on the wall and making full use of thinking and whole body muscles. In this course, you will 

learn this attractive sport by group work (breakout session of Zoom), and share the results in course through presentation. 

Occasionally, you also carry out self-weight training for climbing that can be done indoors. 

【Before change】This is a beginner’s climbing course using a climbing wall that is around 4 m in height and 20 m wide. Students 

are expected to tackle pre-determined challenges (courses) by grappling objects protruding from the walls called “holds” with 

their hands and feet and by making free use of their ability to think critically and the muscles throughout their body. From this 

course, students are expected to obtain a “sense of accomplishment” such as the idea that they “were able to keep at it!” and 

“self-efficacy” such as the idea that “I can do it if I try!” 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. スポーツクライミング概説（小史、種類など） 

【変更前】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. スポーツクライミング統括組織（国際、各大陸、各国） 

【変更前】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. 大学スポーツとしてのスポーツクライミング 

【変更前】ムーヴ練習１（３点支持，正対立ち込み），課題に挑戦 

4. リード競技について 

【変更前】ムーヴ練習２（３点支持，振り），課題に挑戦 

5. ボルダリング競技について 

【変更前】ムーヴ練習３（ハイステップ），課題に挑戦 

6. スピード競技について 

【変更前】ムーヴ練習４（手に足），課題に挑戦 
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7. コンバインド競技について 

【変更前】ムーヴ練習５（ヒールフック），課題に挑戦 

8. 2020+1 年と 2024 年のオリンピックにおけるスポーツクライミング 

【変更前】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. クライミングの基礎技術１ 

【変更前】ムーヴ練習７（デッドポイント），課題に挑戦 

10. クライミングの基礎技術２ 

【変更前】ムーヴ練習８（ランジ），課題に挑戦 

11. クライミングの応用技術１ 

【変更前】ムーヴ練習９（フラッギング），アイマスククライミング 

12. クライミングの応用技術２ 

【変更前】コンペ（セッション方式，個人戦） 

13. 世界のクライミング事情 

【変更前】コンペ（オンサイト方式，個人戦） 

14. まとめ、レポート提出 

【変更前】コンペ（オンサイト方式，チーム戦），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，授業中に指示する。 

【変更前】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） 

授業への取り組み姿勢(28%)/授業中の提出物(42%)/最終レポート(Final Report)(30%) 

【成績評価方法・基準変更前】平常点(In-class Points)100% (授業参加および取り組み姿勢 50%ログシート,28%最終レポート(Final 

Report),22%) 

２／３以上の出席をしていない場合は成績評価の対象とならない 

 

テキスト（Textbooks） 

なし。授業中に資料を提示する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 東京都山岳連盟 

【変更前】、2018 

【変更前】、『基礎から始める スポーツクライミング 

【変更前】』、日本文芸社 

【変更前】 (ISBN:978-4537215779 

【変更前】) 

必要に応じて授業中に提示する。 

【変更前】なし。授業中に資料を提示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

https://www.ifsc-climbing.org/index.php 

https://www.jma-climbing.org/ 

https://www.climbing-net.com/ 

 

【変更前】http://www.climbing-net.com/ 

 

 

注意事項（Notice） 

【スポーツ実習科目に関する注意事項】 

1．スポーツ実習科目の受講には，「健康診断（Web問診）の受診が必須」となります． 

 授業初回に健康診断（Web問診）の受診の有無を確認します． 

 受診をしていない場合は成績評価の対象としない場合があるので，気をつけて下さい． 

https://spirit.rikkyo.ac.jp/health/checkup/SitePages/teiki.aspx  

 

2．第 1 回目の授業より実習が始まるので，「運動ができる服装・靴などを準備」し，授業に出席して下さい． 

 

3．スポーツ科目では授業内の安全管理上，授業中は「原則ビデオオン（顔出し）」にて参加して下さい． 

 

4．「授業当日の体調管理」や実技を行う際の「周囲の安全」には十分注意して行って下さい． 



 

 - 1397 - 

 

【編集前】【スポーツ実習科目に関する注意事項】 

１．担当教員より特別の指示のない限り、更衣はポール・ラッシュ・アスレチックセンター（池袋キャンパス）/ 体育館（新座キャン

パス）の更衣室で行うこと。 

なお、第 1 回目の授業より実習が始まるので、運動ができる服装・靴を準備し、授業に出席すること。屋内施設で行う授業は専用

シューズを用意すること。 

2．天候等により通常の実施場所とは異なる場合があるため、屋内・屋外科目に関わらず、授業前にポール・ラッシュ・アスレチッ

クセンター入口（池袋キャンパス）/ 体育館入口（新座キャンパス）の掲示板で実施場所を確認すること。 

3．4 月に行われる定期健康診断を必ず受診しておくこと。 

 

本科目は、担当教員の実務経験、または実務に従事するゲスト・スピーカーの招聘講義等を活かした授業である。 
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■FI268 

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） 

オンラインで学ぶクライミングとフィットネス 

 

【変更前】 

担当者名 

（Instructor） 
水村 信二（MIZUMURA SHINJI） 

学期 

（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） 

本授業は「スポーツクライミング知識の習得」を主目的としています。授業形式はオンライン（リモートライブとオンデマンド）です。

本授業を通して受講生の「コミュニケーション能力向上」，「段取り力向上」、そして「体力維持」を目指します。 

【変更前】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。 

 

The main purpose of this course is to "acquire sport climbing knowledge". The course is by online (remote live and on-demand). 

Through this course improvement of communication ability and making arrangement and maintenance of physical fitness are 

expected. 

【Before change】This course aims to use climbing to “teach fundamental knowledge and improve basic techniques,” “improve 

communications skills,” “improve planning skills,” and “improve self-efficacy.” 

 

授業の内容（Course Contents） 

スポーツクライミングとは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）を登り、ゴールを目指すスポーツです。授業ではこの魅力的なスポーツついてグルー

プワーク（Zoomのブレイクアウトセッション）で自らで調べていき、その成果をプレゼンテーションを通してクラス内で共有していき

ます。時には、屋内で実施できるクライミングのための自重負荷トレーニングも行います。 

【変更前】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。 

 

Sports climbing is a sport that aims at the goal by climbing various pre-determined tasks (courses) by putting hands and feet on 

protrusions called "holds" mounted on the wall and making full use of thinking and whole body muscles. In this course, you will 

learn this attractive sport by group work (breakout session of Zoom), and share the results in course through presentation. 

Occasionally, you also carry out self-weight training for climbing that can be done indoors. 

【Before change】This is a beginner’s climbing course using a climbing wall that is around 4 m in height and 20 m wide. Students 

tackle pre-determined challenges (courses) by grappling objects protruding from the walls called “holds” with their hands and 

feet and by making free use of their ability to think critically and the muscles throughout their body. From this course, students 

are expected to obtain a “sense of accomplishment” such as the idea that they “were able to keep at it!” and “self-efficacy” 

such as the idea that “I can do it if I try!” 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. スポーツクライミング概説（小史、種類など） 

【変更前】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. スポーツクライミング統括組織（国際、各大陸、各国） 

【変更前】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. 大学スポーツとしてのスポーツクライミング 

【変更前】ムーヴ練習１（３点支持，正対立ち込み），課題に挑戦 

4. リード競技について 

【変更前】ムーヴ練習２（３点支持，振り），課題に挑戦 

5. ボルダリング競技について 

【変更前】ムーヴ練習３（ハイステップ），課題に挑戦 

6. スピード競技について 

【変更前】ムーヴ練習４（手に足），課題に挑戦 
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7. コンバインド競技について 

【変更前】ムーヴ練習５（ヒールフック），課題に挑戦 

8. 2020+1 年と 2024 年のオリンピックにおけるスポーツクライミング 

【変更前】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. クライミングの基礎技術１ 

【変更前】ムーヴ練習７（デッドポイント），課題に挑戦 

10. クライミングの基礎技術２ 

【変更前】ムーヴ練習８（ランジ），課題に挑戦 

11. クライミングの応用技術１ 

【変更前】ムーヴ練習９（フラッギング），アイマスククライミング 

12. クライミングの応用技術２ 

【変更前】コンペ（セッション方式，個人戦） 

13. 世界のクライミング事情 

【変更前】コンペ（オンサイト方式，個人戦） 

14. まとめ、レポート提出 

【変更前】コンペ（オンサイト方式，チーム戦），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，授業中に指示する。 

【変更前】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） 

授業への取り組み姿勢(28%)/授業中の提出物(42%)/最終レポート(Final Report)(30%) 

【成績評価方法・基準変更前】平常点(In-class Points)100% (授業参加および取り組み姿勢 50%ログシート,28%最終レポート(Final 

Report),22%) 

２／３以上の出席をしていない場合は成績評価の対象とならない 

 

テキスト（Textbooks） 

なし。授業中に資料を提示する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 東京都山岳連盟 

【変更前】、2018 

【変更前】、『基礎から始める スポーツクライミング 

【変更前】』、日本文芸社 

【変更前】 (ISBN:978-4537215779 

【変更前】) 

必要に応じて授業中に提示する。 

【変更前】なし。授業中に資料を提示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

https://www.ifsc-climbing.org/index.php 

https://www.jma-climbing.org/ 

https://www.climbing-net.com/ 

 

【変更前】http://www.climbing-net.com/ 

 

 

注意事項（Notice） 

【スポーツ実習科目に関する注意事項】 

1．スポーツ実習科目の受講には，「健康診断（Web問診）の受診が必須」となります． 

 授業初回に健康診断（Web問診）の受診の有無を確認します． 

 受診をしていない場合は成績評価の対象としない場合があるので，気をつけて下さい． 

https://spirit.rikkyo.ac.jp/health/checkup/SitePages/teiki.aspx  

 

2．第 1 回目の授業より実習が始まるので，「運動ができる服装・靴などを準備」し，授業に出席して下さい． 

 

3．スポーツ科目では授業内の安全管理上，授業中は「原則ビデオオン（顔出し）」にて参加して下さい． 

 

4．「授業当日の体調管理」や実技を行う際の「周囲の安全」には十分注意して行って下さい． 
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【編集前】【スポーツ実習科目に関する注意事項】 

１．担当教員より特別の指示のない限り、更衣はポール・ラッシュ・アスレチックセンター（池袋キャンパス）/ 体育館（新座キャン

パス）の更衣室で行うこと。 

なお、第 1 回目の授業より実習が始まるので、運動ができる服装・靴を準備し、授業に出席すること。屋内施設で行う授業は専用

シューズを用意すること。 

2．天候等により通常の実施場所とは異なる場合があるため、屋内・屋外科目に関わらず、授業前にポール・ラッシュ・アスレチッ

クセンター入口（池袋キャンパス）/ 体育館入口（新座キャンパス）の掲示板で実施場所を確認すること。 

3．4 月に行われる定期健康診断を必ず受診しておくこと。 

 

本科目は、担当教員の実務経験、または実務に従事するゲスト・スピーカーの招聘講義等を活かした授業である。 
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■FI269 

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） 
クライミング 

担当者名 

（Instructor） 
西谷 善子（NISHITANI YOSHIKO） 

学期 

（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） 

本授業では，通常のコミュニケーションが取れない事態で，クライミングに関する教養を深めながらコミュニケ 

ーションの大切さや必要性を学ぶ。 

 

【変更前】クライミングの座学と実技を通して，正しい知識を身につけ，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。 

 

Students will deepen their climbing knowledge and education through this class, and understand the 

importance of connecting with others. 

 

【変更前】Through climbing, students will learn to interact with their minds and bodies and cultivate the ability to enjoy climbing 

as a lifelong sport together with their peers while learning about the functions and movements of your body. 

 

授業の内容（Course Contents） 

1）オンライン講義 

 毎回授業開始時に Zoom等のオンラインミーティング上にて出欠をとり、前回の質問への回答などを行いま 

す。その後、ライブ参加・視聴型の教材で学習し、小レポートを作成して提出します。 

2）実技運動課題の個人実施 1回 20〜60 分程度の運動を 1〜3 回/週×12 週 

3）期末レポートの提出（最終授業時に提出） 

 

【変更前】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。 

 

※毎回，最初に簡単な座学を取り入れクライミングの知識を深めます。 

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。 

 

Through theory and practice, this course will offer an introduction to training theory and methods, the 

necessity of a proper lifestyle, the mechanism of the human body and sport culture for climbing. 

Using short videos, students will actually experience various forms of exercise, work-outs, training that 

can be easily done at home. 

 

【変更前】While climbing was originally a sport performed on natural rocks, the evolution of artificial climbing walls and holds (the 

stones on the walls) made it possible to enjoy it more casually in a fitness sense. In 2016, sport climbing was approved as an 

additional competition for the 2020 Summer Olympics, attracting more attention.  

In this course, classes will continue focusing on “bouldering” among other climbing skills, and students will deepen their 

understanding of the functions and movements of their bodies while learning the basic knowledge necessary for climbing. Group 

work is also incorporated so that students can realize the joy and satisfaction of their own capabilities together with their 

peers.                       

 

*In each class, after a simple technique practice to warm up, students can climb the walls of each slope in rotation and deepen 

their understanding. The order and contents may change according to the progress of the class. 
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授業計画（Course Schedule） 

1. ＜オリエンテーション＞オンライン授業の説明 

【変更前】クライミング概論 

2. クライミングの魅力 

【変更前】クライミングの安全対策および体力測定 

3. 競技クライミングの魅力 

【変更前】技術；足の置き方１ 

4. クライミングに必要な体力① 

【変更前】技術；足の置き方２ 

5. クライミングに必要な体力② 

【変更前】技術；ホールドの持ち方 

6. クライミングに必要な体力について考える①グループワーク 

【変更前】戦術；ルートを読む１（オブザベーションの重要性） 

7. クライミングに必要な体力について考える②グループワーク 

【変更前】戦術；ルートを読む２（オブザベーションの重要性） 

8. クライミングに必要な技術① 

【変更前】技術；ムーブ 

9. クライミングに必要な技術② 

【変更前】応用；課題を作ってみる１ 

10. クライミングのリスク① 

【変更前】応用；課題を作ってみる２ 

11. クライミングのリスク② 

【変更前】中間実技テスト（理解度・達成度チェック） 

12. クライミングに必要なコンディショニングについて考える①グループワーク 

【変更前】応用；課題を作ってみる３ 

13. クライミングに必要なコンディショニングについて考える②グループワーク 

【変更前】実践；競技クライミング１；ボルダリング 

14. ＜まとめ＞授業のまとめ（期末レポート提出） 

【変更前】実践；競技クライミング２；ボルダリング、体力測定 

 

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

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』と『スポーツクライミング ボルダリング 

考える力を身につけながら楽しくレベルアップ!!』（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。 

 

【変更前】 

・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ならない 

 

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』と『スポーツクライミング ボルダリン

グ 考える力を身につけながら楽しくレベルアップ!! 』（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） 

【スポーツ実習科目に関する注意事項】 

1．スポーツ実習科目の受講には，「健康診断（Web問診）の受診が必須」となります． 
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 授業初回に健康診断（Web問診）の受診の有無を確認します． 

 受診をしていない場合は成績評価の対象としない場合があるので，気をつけて下さい． 

https://spirit.rikkyo.ac.jp/health/checkup/SitePages/teiki.aspx  

 

2．第 1 回目の授業より実習が始まるので，「運動ができる服装・靴などを準備」し，授業に出席して下さい． 

 

3．スポーツ科目では授業内の安全管理上，授業中は「原則ビデオオン（顔出し）」にて参加して下さい． 

 

4．「授業当日の体調管理」や実技を行う際の「周囲の安全」には十分注意して行って下さい． 

 

【編集前】【スポーツ実習科目に関する注意事項】 

１．担当教員より特別の指示のない限り、更衣はポール・ラッシュ・アスレチックセンター（池袋キャンパス）/ 体育館（新座キャン

パス）の更衣室で行うこと。 

なお、第 1 回目の授業より実習が始まるので、運動ができる服装・靴を準備し、授業に出席すること。屋内施設で行う授業は専用

シューズを用意すること。 

2．天候等により通常の実施場所とは異なる場合があるため、屋内・屋外科目に関わらず、授業前にポール・ラッシュ・アスレチッ

クセンター入口（池袋キャンパス）/ 体育館入口（新座キャンパス）の掲示板で実施場所を確認すること。 

3．4 月に行われる定期健康診断を必ず受診しておくこと。 
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■FI271 

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） 

オンラインで学ぶクライミングとコンディショニング 

 

 

【変更前】クライミング 

担当者名 

（Instructor） 
富澤 隆一郎（TOMIZAWA RYUICHIRO） 

学期 

（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） 

本授業ではスポーツクライミングとコンディショニングの実践を通じて心・技・体の養成と向上を目指します。具体的にはスポーツ

クライミングとコンディショニングの基礎的な知識と技術の習得，コミュニケーション能力と判断力の養成，体力の向上を目指しま

す。 

【変更前】本授業ではスポーツクライミングの実践を通じて心・技・体の養成と向上を目指します。具体的にはスポーツクライミング

の基礎的な知識と技術の習得，コミュニケーション能力と判断力の養成，体力の向上を目指します。 

 

This course aims to train and improve the mind, technique, and body by practicing sport climbing and conditioning. Specifically, 

students should acquire the fundamental knowledge and skills of sport climbing and conditioning, develop communication and 

judgment skills, and improve physical strength. 

【Before change】This course aims to train and improve the mind, technique, and body by practicing sport climbing. Specifically, 

students should acquire the fundamental knowledge and skills of sport climbing, develop communication and judgment skills, and 

improve physical strength. 

 

授業の内容（Course Contents） 

スポーツクライミングは道具に頼らずに自分の手足の力で壁を登る競技です。その中でも高さ 4m程度の壁を登る，「ボルダリン

グ種目」を中心に授業を行います。主に未経験者と初級者を対象としています。40 分程度の講義の後，様々なコンディショニン

グ・エクササイズに挑戦します。 

【変更前】スポーツクライミングは道具に頼らずに自分の手足の力で壁を登る競技です。その中でも高さ 4m程度の壁を登る，「ボ

ルダリング種目」を中心に授業を行います。主に初級者を対象としています。10 分程度の講義の後，様々なコース（課題）に挑戦

します。 

 

Sport climbing is a difficult task that asks the athlete to climb walls with the power of his/her hands and feet without relying on 

tools. In particular, classes will center on “bouldering,” which involves climbing walls of about 4m high. This is mainly intended 

for inexperienced persons and beginners. After about ４0 minutes of lecture, students will try a variety of conditioning exercise. 

【Before change】Sport climbing is a difficult task that asks the athlete to climb walls with the power of his/her hands and feet 

without relying on tools. In particular, classes will center on “bouldering,” which involves climbing walls of about 4m high. This is 

mainly intended for beginners. After about 10 minutes of lecture, students will try a variety of course challenges. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. スポーツクライミングとコンディショニング概論，スポーツクライミングの危険性と安全対策 

【変更前】概論，危険性と安全対策 

2. スポーツクライミングのパフォーマンス構造（体力，技術，戦術），簡単な体力測定 

【変更前】パフォーマンス構造（体力，技術，戦術），簡単な体力測定 

3. 戦術；課題の読み方 1 

4. 技術；足の置き方 1 とコンディショニング 

【変更前】技術；足の置き方 1 

5. 技術；足の置き方 2 とコンディショニング 

【変更前】技術；足の置き方 2 

6. 技術；ホールド（突起物）の持ち方とコンディショニング 

【変更前】技術；ホールド（突起物）の持ち方 

7. 技術；動き方 1 とコンディショニング 

【変更前】技術；動き方 1 

8. 戦術；課題の読み方 2 

9. 技術；動き方 2 とコンディショニング 
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【変更前】技術；動き方 2 

10. 技術；動き方 3 とコンディショニング 

【変更前】技術；動き方 3 

11. ミニコンペの疑似体験（理解度・達成度の確認） 

【変更前】ミニコンペ（理解度・達成度の確認） 

12. ルートセッティングとボルダリングセッションの疑似体験 

【変更前】ルートセッティングとボルダリングセッション 

13. 体力の再測定と最初との比較 

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。 

【変更前】・必要に応じて授業中に指示します。 

・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） 

出席および取り組み姿勢(60%)/理解度・達成度(20%)/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ならない 

 

テキスト（Textbooks） 

なし。必要に応じて授業中に資料を提示する。 

 

参考文献（Readings） 

なし。必要に応じて授業中に資料を提示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

日本山岳・スポーツクライミング協会 種目とルール https://www.jma-climbing.org/rule/ 

 

注意事項（Notice） 

【スポーツ実習科目に関する注意事項】 

1．スポーツ実習科目の受講には，「健康診断（Web問診）の受診が必須」となります． 

 授業初回に健康診断（Web問診）の受診の有無を確認します． 

 受診をしていない場合は成績評価の対象としない場合があるので，気をつけて下さい． 

https://spirit.rikkyo.ac.jp/health/checkup/SitePages/teiki.aspx  

 

2．第 1 回目の授業より実習が始まるので，「運動ができる服装・靴などを準備」し，授業に出席して下さい． 

 

3．スポーツ科目では授業内の安全管理上，授業中は「原則ビデオオン（顔出し）」にて参加して下さい． 

 

4．「授業当日の体調管理」や実技を行う際の「周囲の安全」には十分注意して行って下さい． 

 

【編集前】【スポーツ実習科目に関する注意事項】 

１．担当教員より特別の指示のない限り、更衣はポール・ラッシュ・アスレチックセンター（池袋キャンパス）/ 体育館（新座キャン

パス）の更衣室で行うこと。 

なお、第 1 回目の授業より実習が始まるので、運動ができる服装・靴を準備し、授業に出席すること。屋内施設で行う授業は専用

シューズを用意すること。 

2．天候等により通常の実施場所とは異なる場合があるため、屋内・屋外科目に関わらず、授業前にポール・ラッシュ・アスレチッ

クセンター入口（池袋キャンパス）/ 体育館入口（新座キャンパス）の掲示板で実施場所を確認すること。 

3．4 月に行われる定期健康診断を必ず受診しておくこと。 

 

本科目は、担当教員の実務経験、または実務に従事するゲスト・スピーカーの招聘講義等を活かした授業である。 
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■FI272 

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） 

オンラインで学ぶクライミングとコンディショニング 

 

【変更前】クライミング 

担当者名 

（Instructor） 
富澤 隆一郎（TOMIZAWA RYUICHIRO） 

学期 

（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） 

本授業ではスポーツクライミングとコンディショニングの実践を通じて心・技・体の養成と向上を目指します。具体的にはスポーツ

クライミングとコンディショニングの基礎的な知識と技術の習得，コミュニケーション能力と判断力の養成，体力の向上を目指しま

す。 

【変更前】本授業ではスポーツクライミングの実践を通じて心・技・体の養成と向上を目指します。具体的にはスポーツクライミング

の基礎的な知識と技術の習得，コミュニケーション能力と判断力の養成，体力の向上を目指します。 

 

This course aims to train and improve the mind, technique, and body by practicing sport climbing and conditioning. Specifically, 

students should acquire the fundamental knowledge and skills of sport climbing and conditioning, develop communication and 

judgment skills, and improve physical strength. 

【Before change】This course aims to train and improve the mind, technique, and body by practicing sport climbing. Specifically, 

students should acquire the fundamental knowledge and skills of sport climbing, develop communication and judgment skills, and 

improve physical strength. 

 

授業の内容（Course Contents） 

スポーツクライミングは道具に頼らずに自分の手足の力で壁を登る競技です。その中でも高さ 4m程度の壁を登る，「ボルダリン

グ種目」を中心に授業を行います。主に未経験者と初級者を対象としています。40 分程度の講義の後，様々なコンディショニン

グ・エクササイズに挑戦します。 

【変更前】スポーツクライミングは道具に頼らずに自分の手足の力で壁を登る競技です。その中でも高さ 4m程度の壁を登る，「ボ

ルダリング種目」を中心に授業を行います。主に初級者を対象としています。10 分程度の講義の後，様々なコース（課題）に挑戦

します。 

 

Sport climbing is a difficult task that asks the athlete to climb walls with the power of his/her hands and feet without relying on 

tools. In particular, classes will center on “bouldering,” which involves climbing walls of about 4m high. This is mainly intended 

for inexperienced persons and beginners. After about ４0 minutes of lecture, students will try a variety of conditioning exercise. 

【Before change】Sport climbing is a difficult task that asks the athlete to climb walls with the power of his/her hands and feet 

without relying on tools. In particular, classes will center on “bouldering,” which involves climbing walls of about 4m high. This is 

mainly intended for beginners. After about 10 minutes of lecture, students will try a variety of course challenges. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. スポーツクライミングとコンディショニング概論，スポーツクライミングの危険性と安全対策 

【変更前】概論，危険性と安全対策 

2. スポーツクライミングのパフォーマンス構造（体力，技術，戦術），簡単な体力測定 

【変更前】パフォーマンス構造（体力，技術，戦術），簡単な体力測定 

3. 戦術；課題の読み方 1 

4. 技術；足の置き方 1 とコンディショニング 

【変更前】技術；足の置き方 1 

5. 技術；足の置き方 2 とコンディショニング 

【変更前】技術；足の置き方 2 

6. 技術；ホールド（突起物）の持ち方とコンディショニング 

【変更前】技術；ホールド（突起物）の持ち方 

7. 技術；動き方 1 とコンディショニング 

【変更前】技術；動き方 1 

8. 戦術；課題の読み方 2 

9. 技術；動き方 2 とコンディショニング 

【変更前】技術；動き方 2 
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10. 技術；動き方 3 とコンディショニング 

【変更前】技術；動き方 3 

11. ミニコンペの疑似体験（理解度・達成度の確認） 

【変更前】ミニコンペ（理解度・達成度の確認） 

12. ルートセッティングとボルダリングセッションの疑似体験 

【変更前】ルートセッティングとボルダリングセッション 

13. 体力の再測定と最初との比較 

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。 

【変更前】・必要に応じて授業中に指示します。 

・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） 

出席および取り組み姿勢(60%)/理解度・達成度(20%)/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ならない 

 

テキスト（Textbooks） 

なし。必要に応じて授業中に資料を提示する。 

 

参考文献（Readings） 

なし。必要に応じて授業中に資料を提示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

日本山岳・スポーツクライミング協会 種目とルール https://www.jma-climbing.org/rule/ 

 

注意事項（Notice） 

【スポーツ実習科目に関する注意事項】 

1．スポーツ実習科目の受講には，「健康診断（Web問診）の受診が必須」となります． 

 授業初回に健康診断（Web問診）の受診の有無を確認します． 

 受診をしていない場合は成績評価の対象としない場合があるので，気をつけて下さい． 

https://spirit.rikkyo.ac.jp/health/checkup/SitePages/teiki.aspx  

 

2．第 1 回目の授業より実習が始まるので，「運動ができる服装・靴などを準備」し，授業に出席して下さい． 

 

3．スポーツ科目では授業内の安全管理上，授業中は「原則ビデオオン（顔出し）」にて参加して下さい． 

 

4．「授業当日の体調管理」や実技を行う際の「周囲の安全」には十分注意して行って下さい． 

 

【編集前】【スポーツ実習科目に関する注意事項】 

１．担当教員より特別の指示のない限り、更衣はポール・ラッシュ・アスレチックセンター（池袋キャンパス）/ 体育館（新座キャン

パス）の更衣室で行うこと。 

なお、第 1 回目の授業より実習が始まるので、運動ができる服装・靴を準備し、授業に出席すること。屋内施設で行う授業は専用

シューズを用意すること。 

2．天候等により通常の実施場所とは異なる場合があるため、屋内・屋外科目に関わらず、授業前にポール・ラッシュ・アスレチッ

クセンター入口（池袋キャンパス）/ 体育館入口（新座キャンパス）の掲示板で実施場所を確認すること。 

3．4 月に行われる定期健康診断を必ず受診しておくこと。 

 

本科目は、担当教員の実務経験、または実務に従事するゲスト・スピーカーの招聘講義等を活かした授業である。 
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■FI273 

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） 
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・見識を養う。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。  

 

Deepen your understanding of Adapted Sports (sports for the handicapped), and cultivate the ability and insight to enjoy sports 

with or without handicaps. Through sports activities, cultivate skills that are necessary for the general public such as 

communication skills, self-expression and leadership.  

 

授業の内容（Course Contents） 

アダプテッド・スポーツの実技に加え、グループプレゼンテーションの作成、発表を実施する。  

 

In addition to practice adapted sports, students prepare and present group presentations.  

 

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-2 

4. 車椅子スポーツ-3 

5. 車椅子スポーツ-4 

6. 車椅子スポーツ−5 

7. 車椅子スポーツまとめ 

8. その他のアダプテッドスポーツ  

9. その他のアダプテッドスポーツ  

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） 

なし 

 

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%)/ポップクイズ(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ならない 

 

テキスト（Textbooks） 

使用しない。必要に応じて適宜資料を配布する。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

【スポーツ実習科目に関する注意事項】 
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1．スポーツ実習科目の受講には，「健康診断（Web問診）の受診が必須」となります． 

 授業初回に健康診断（Web問診）の受診の有無を確認します． 

 受診をしていない場合は成績評価の対象としない場合があるので，気をつけて下さい． 

https://spirit.rikkyo.ac.jp/health/checkup/SitePages/teiki.aspx  

 

2．第 1 回目の授業より実習が始まるので，「運動ができる服装・靴などを準備」し，授業に出席して下さい． 

 

3．スポーツ科目では授業内の安全管理上，授業中は「原則ビデオオン（顔出し）」にて参加して下さい． 

 

4．「授業当日の体調管理」や実技を行う際の「周囲の安全」には十分注意して行って下さい． 

 

【編集前】【スポーツ実習科目に関する注意事項】 

１．担当教員より特別の指示のない限り、更衣はポール・ラッシュ・アスレチックセンター（池袋キャンパス）/ 体育館（新座キャン

パス）の更衣室で行うこと。 

なお、第 1 回目の授業より実習が始まるので、運動ができる服装・靴を準備し、授業に出席すること。屋内施設で行う授業は専用

シューズを用意すること。 

2．天候等により通常の実施場所とは異なる場合があるため、屋内・屋外科目に関わらず、授業前にポール・ラッシュ・アスレチッ

クセンター入口（池袋キャンパス）/ 体育館入口（新座キャンパス）の掲示板で実施場所を確認すること。 

3．4 月に行われる定期健康診断を必ず受診しておくこと。 

 

本科目は、担当教員の実務経験、または実務に従事するゲスト・スピーカーの招聘講義等を活かした授業である。 
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■FI275 

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 24 名 

(変更前)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。 

 

The objective of this course is to promote health, reduce lack of exercise and improve physical fitness so that students may 

lead a rich university life. Through Tai Chi, improve your athletic ability and learn the fundamental knowledge to enjoy it. 

 

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。 

 

Through understanding scientific knowledge for health maintenance and improvement and practicing Tai Chi, students undertake 

training focusing on posture, breathing and the mind, and slowly go from doing basic movements one at a time to smooth flowing 

movements, practicing a truly balanced physical exercise. Students also learn about the background of Tai Chi, such as mind-

body unity and healing concepts. 

 

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ならない 

 

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） 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

【スポーツ実習科目に関する注意事項】 

1．スポーツ実習科目の受講には，「健康診断（Web問診）の受診が必須」となります． 

 授業初回に健康診断（Web問診）の受診の有無を確認します． 

 受診をしていない場合は成績評価の対象としない場合があるので，気をつけて下さい． 

https://spirit.rikkyo.ac.jp/health/checkup/SitePages/teiki.aspx  

 

2．第 1 回目の授業より実習が始まるので，「運動ができる服装・靴などを準備」し，授業に出席して下さい． 

 

3．スポーツ科目では授業内の安全管理上，授業中は「原則ビデオオン（顔出し）」にて参加して下さい． 

 

4．「授業当日の体調管理」や実技を行う際の「周囲の安全」には十分注意して行って下さい． 

 

【編集前】【スポーツ実習科目に関する注意事項】 

１．担当教員より特別の指示のない限り、更衣はポール・ラッシュ・アスレチックセンター（池袋キャンパス）/ 体育館（新座キャン

パス）の更衣室で行うこと。 

なお、第 1 回目の授業より実習が始まるので、運動ができる服装・靴を準備し、授業に出席すること。屋内施設で行う授業は専用

シューズを用意すること。 

2．天候等により通常の実施場所とは異なる場合があるため、屋内・屋外科目に関わらず、授業前にポール・ラッシュ・アスレチッ

クセンター入口（池袋キャンパス）/ 体育館入口（新座キャンパス）の掲示板で実施場所を確認すること。 

3．4 月に行われる定期健康診断を必ず受診しておくこと。 
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■FI277 

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） 
日本文化と踊り （Japanese Culture and Dance） 

担当者名 

（Instructor） 
小林 敦子 （KOBAYASHI 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） 
CMP1220 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

定員 24 名 

(変更前)定員 30 名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「阿波踊り」は徳島市発祥の日本の代表的な盆踊りである。この授業では、「阿波踊り」が観光政策によりどのように変化したかを

講義と実技を通して理解し、「阿波踊り」が海外の文化を取り入れながら、どのように「日本文化」として表象されているかを学ぶ。 

【変更前】  Awa Odori is a representative bon dance originated in Tokushima city.The aim of this course is to help students 

easily practice Awa Odori and acquire an understanding of Japanese traditional folk dance and music through their bodies and 

sensations.  

 

Awa Odori is a representative bon dance that originated in Tokushima city. The aim of this course is to understand how Awa 

Odori has been changed since tourism policy was taken in 1930s, through lecture and physical practices, and how Awa Odori 

has been represented as Japanese culture while introducing foreign culture. 

【Before change】Awa Odori is a representative bon dance that originated in Tokushima city. The aim of this course is to help 

students easily practice Awa Odori and acquire an understanding of Japanese traditional folk dance and music through their 

bodies and sensations.  

 

授業の内容（Course Contents） 

履修者全員が、現代の「阿波踊り」で確立されている「女踊り」および「男踊り」、性差を超越した「女の男踊り」および「男の女踊

り」、過去に行われていた「マンボ調」および「モンキーダンス調」のスタイルを実践する。 

【変更前】 All students taking this course practice free-style, male style, and female style Awa Odori.  Then they choose 

either male style or female style irrespective of their genders, are divided into some groups, and work on a  Awa Odori piece to 

make a grouped Awa Odori performance. 

 

All students in this course will practice both of "female dance" and "male dance" which are styles in Awa Odori, irrespective to 

their genders. They will also dance manbo style and monkey dance style dances which emerged in Awa Odori in 1960-70s. 

【Before change】In this course, students study freestyle, male style, and female style Awa Odori.  Then they choose either 

male style or female style irrespective of their genders, are divided into some groups, and work on an Awa Odori piece to make 

a grouped Awa Odori performance. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 講義：ガイダンス 実技：交流（相手のキーワードに質問してみよう） 

【変更前】 Introduction： Activities for exchange and cooperation  

 ガイダンス： 交流のためのアクティビティ 

2. 講義：「阿波踊り」の特徴（クイズに答えてみよう） 実技：体幹を鍛えよう 

【変更前】  History of Awa Odori:  Change of Awa Odori from free-style to stylized stage dance 

 「阿波踊り」の歴史：自由なストリートダンスから様式化されたステージショウへ 

3. 講義：お囃子と囃子詞 実技：動きながら掛け声をかけてみよう 

【変更前】 Male style of Awa Odori: basic step form     「男踊り」：基本型 

4. 講義：「男踊り」の統一化 実技：「男踊り」の基本形を踊ってみよう 

【変更前】 Male style of Awa Odori : back kick step form  「男踊り」：けり足型 

5. 講義：「男踊り」の三大主流の確立 実技：「男踊り」の三大主流を踊ってみよう 

【変更前】 Male style of Awa Odori: tiptoe step form     「男踊り」：つま先型 

6. 講義：「男踊り」の手の動作 実技：団扇を持って踊ってみよう 

【変更前】 Male style of Awa Odori: glide step form     「男踊り」：すり足型 

7. 講義：「女踊り」の確立 実技：「女踊り」の基本形を踊ってみよう 

【変更前】 Female style of Awa Odori     「女踊り」 

8. 講義：「女踊り」の統一化と演出 実技：「女踊り」の応用形を踊ってみよう 

【変更前】 Formation practice of Awa Odori 「女踊り」のフォーメーション 

9. 講義：「男踊り」と「女踊り」のまとめ 実技：既出の踊りを踊ってみよう 

【変更前】 Practice for Awa Odori stage performance: focus on music changes 
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 「阿波踊り」ステージショウ：音楽の変化 

10. 講義：囃子詞の由来 実技：創作囃子詞ワーク 

【変更前】 Practice for Awa Odori stage performance: focus on unification 

 「阿波踊り」ステージショウ：統一性 

11. 講義：流行のダンスの影響 実技：「マンボ調」・「モンキーダンス調」 

【変更前】  Grouped practice for Awa Odori stage performance: grouping and practice 

 「阿波踊り」ステージショウ：グループワーク 

12. 講義：フォーメーションの導入 実技：自分で踊りを変化させてみよう 

【変更前】  Grouped practice for Awa Odori stage performance: rehearsal 

 「阿波踊り」ステージショウ：リハーサル 

13. 講義：「My Awa Odori Performance」説明 実技：パフォーマンス作成 

【変更前】 Grouped Awa Odori stage performance: real stage 

 「阿波踊り」ステージショウ：本番 

14. 講義：「阿波踊り」で大切なこと 実技：パフォーマンス披露 

【変更前】 Review     授業のまとめ 

 

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

授業内で紹介する動画共有サイトを使って１日１分の自主練習をしてほしい。 

毎回の授業後にリアクションペーパー（RP）を提出すること。授業内で行う「創作囃子詞ワーック」のための囃子詞を１つ自分で創

作する。最終授業で行う「阿波踊りパフォーマンス」（個人作業）は、授業内で完成しない場合は時間外で取り組み完成させる。 

 

【変更前】  Students are recommended to watch videos of Awa Odori performances through internet, and live Awa Odori 

performances, for example Awa Odori Festival in Koenji on 8.22-8.23. 動画共有サイトに多数ある「阿波踊り」の映像と、 実際の

「阿波踊り祭り」が「高円寺阿波踊り」など東京都内でも見れますので、実際に見てください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

リアクションペーパー（5%×14）(70%)/創作囃子詞(15%)/阿波踊りパフォーマンス(15%) 

【成績評価方法・基準変更前】平常点(In-class Points)100% (Class attendance and attitude in class70%Written comments for 

each class,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ならない  成績は上手下手で評価するのではなく、授業の内容をよく理

解し、真摯に取り組む姿勢を重視する。 

【変更前】２／３以上の出席をしていない場合は成績評価の対象とならない 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業はリアルタイムのオンライン（Zoom）で日本語で行う。授業内容と計画は、履修人数やオンライン授業の環境により一部変更

する可能性がある。Breakout Session によるグループワーク（話し合い）を適宜行うので、ビデオをオンにすることが望ましい。着

物や浴衣は不要。団扇はあれば使用するが、なくてもよい。実技上の注意として、転倒や事故を防止するため運動時は素足で行

い使用可能なスペースに合わせて行い、体調に不安がある時は無理をせず教員に伝えて運動を休み、水分補給に努めること。 

 

 

 

【変更前】 Instructions are conducted in English. Students must complete a medical examination and bring a school attending 

certificate （通学証明書) . Students wear outfits adequate for sports such as jersey T-shirt and pants. Neither kimono nor 

yukata is necessary.  Both male and female students are welcomed. The instructor is looking forward to seeing students with 

mind to enjoy Awa Odori. 

 

  授業は原則として英語で行う。健康診断を完了していることが必要であり、確認のため初回授業時には「通学証明書」を持参す

ること。服装は通常の運動着を使用し、着物や浴衣は不要。「阿波踊り」を楽しもうという心持の学生を男女共に歓迎します。 

 

 

 

注意事項（Notice） 

【スポーツ実習科目に関する注意事項】 

1．スポーツ実習科目の受講には，「健康診断（Web問診）の受診が必須」となります． 

 授業初回に健康診断（Web問診）の受診の有無を確認します． 

 受診をしていない場合は成績評価の対象としない場合があるので，気をつけて下さい． 
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https://spirit.rikkyo.ac.jp/health/checkup/SitePages/teiki.aspx  

 

2．第 1 回目の授業より実習が始まるので，「運動ができる服装・靴などを準備」し，授業に出席して下さい． 

 

3．スポーツ科目では授業内の安全管理上，授業中は「原則ビデオオン（顔出し）」にて参加して下さい． 

 

4．「授業当日の体調管理」や実技を行う際の「周囲の安全」には十分注意して行って下さい． 

 

【編集前】【スポーツ実習科目に関する注意事項】 

１．担当教員より特別の指示のない限り、更衣はポール・ラッシュ・アスレチックセンター（池袋キャンパス）/ 体育館（新座キャン

パス）の更衣室で行うこと。/ 

なお、第 1 回目の授業より実習が始まるので、運動ができる服装・靴を準備し、授業に出席すること。屋内施設で行う授業は専用

シューズを用意すること。 

2．天候等により通常の実施場所とは異なる場合があるため、屋内・屋外科目に関わらず、授業前にポール・ラッシュ・アスレチッ

クセンター入口（池袋キャンパス）/ 体育館入口（新座キャンパス）の掲示板で実施場所を確認すること。 

3．4 月に行われる定期健康診断を必ず受診しておくこと。 
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■FI279 

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） 
オンラインで学ぶダンスエクササイズ 

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 24 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見

からこれらの重要性を理解する。また、ダンスエクササイズやコンディショニングエクササイズを手法とした実践力を身につけるこ

とを目標とする。 

 

＜英訳確認希望＞ 

In modern society, lack of exercise causes various health problems. The objective of this class is for students to understand the 

importance of this based on scientific research related to weight control and physical fitness improvement, and for them to 

acquire practical skills by dance and conditioning .exercise. 

 

授業の内容（Course Contents） 

本授業はオンライン（同時双方向型）で行う。講義では、運動の重要性や運動による効果を解説する。実技では、バレエやエアロ

ビックダンスを中心としたダンスエクササイズの実践およびコンディショニングエクササイズを行い、その効果を体験する。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、また習慣にするためにはどうしたらよいかを考察する。授業時間の

1/3 を講義、1/3 を授業時間内、残りの 1/3 を授業時間外実技（運動習慣確立のため、週 2 回の実技）とする。 

 

＜英訳希望＞ 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

アイスブレイク 

2. 現在の状況と身体活動量 

自宅でできる体力測定と身体活動量評価 

3. 身体活動の重要性 

クラシックバレエの動作を用いたからだほぐし 

4. クラシックバレエの運動特性とその効果 

クラシックバレエの基本姿勢 

5. 運動がもたらす体への効果 

クラシックバレエの基本動作 

6. 運動がもたらす心への効果 

クラシックバレエの基本レッスン 

7. ウエイトコントロールの重要性 

筋コンディショニング 

8. ウエイトコントロールの方法 

エアロビックダンスの基本ステップ 1 

9. エアロビックダンスの運動特性とその効果 

エアロビックダンスの基本ステップ 2 

10. 筋コンディショニング 

筋コンディショニング 

11. 食事バランスガイドを用いた食事調査 

エアロビックダンスエクササイズ 1 

12. 休養の重要性 

エアロビックダンスエクササイズ 2 

13. 運動継続のポイント 

多様なエアロビックダンスエクササイズ 

14. まとめ 

体力測定と身体活動量の評価 
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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） 

授業内レポート（5 点×12 回）(60%)/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ならない 

 

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。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

ダンス経験は一切問わない。運動に適した服装で受講すること。 

受講者の受講環境や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） 

【スポーツ実習科目に関する注意事項】 

1．スポーツ実習科目の受講には，「健康診断（Web問診）の受診が必須」となります． 

 授業初回に健康診断（Web問診）の受診の有無を確認します． 

 受診をしていない場合は成績評価の対象としない場合があるので，気をつけて下さい． 

https://spirit.rikkyo.ac.jp/health/checkup/SitePages/teiki.aspx  

 

2．第 1 回目の授業より実習が始まるので，「運動ができる服装・靴などを準備」し，授業に出席して下さい． 

 

3．スポーツ科目では授業内の安全管理上，授業中は「原則ビデオオン（顔出し）」にて参加して下さい． 

 

4．「授業当日の体調管理」や実技を行う際の「周囲の安全」には十分注意して行って下さい． 

 

【編集前】 
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■FI280 

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） 
オンラインで学ぶダンスエクササイズ 

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 24 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見

からこれらの重要性を理解する。また、ダンスエクササイズやコンディショニングエクササイズを手法とした実践力を楽しみながら

身につけることを目標とする。 

 

＜英訳確認希望＞ 

In modern society, lack of exercise causes various health problems. The objective of this class is for students to understand the 

importance of this based on scientific research related to weight control and physical fitness improvement, and for them to 

acquire practical skills by dance and conditioning .exercise. 

 

授業の内容（Course Contents） 

本授業はオンライン（同時双方向型）で行う。講義では、運動の重要性や運動による効果を解説する。実技では、バレエやエアロ

ビックダンスを中心としたダンスエクササイズの実践およびコンディショニングエクササイズを行い、その効果を体験する。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、また習慣にするためにはどうしたらよいかを考察する。授業時間の

1/3 を講義、1/3 を授業時間内、残りの 1/3 を授業時間外実技（運動習慣確立のため、週 2 回の実技）とする。 

 

＜英訳希望＞ 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

アイスブレイク 

2. 現在の状況と身体活動量 

自宅でできる体力測定と身体活動量評価 

3. 身体活動の重要性 

クラシックバレエの動作を用いたからだほぐし 

4. クラシックバレエの運動特性とその効果 

クラシックバレエの基本姿勢 

5. 運動がもたらす体への効果 

クラシックバレエの基本動作 

6. 運動がもたらす心への効果 

クラシックバレエの基本レッスン 

7. ウエイトコントロールの重要性 

筋コンディショニング 

8. ウエイトコントロールの方法 

エアロビックダンスの基本ステップ 1 

9. エアロビックダンスの運動特性とその効果 

エアロビックダンスの基本ステップ 2 

10. 筋コンディショニング 

筋コンディショニング 

11. 食事バランスガイドを用いた食事調査 

エアロビックダンスエクササイズ 1 

12. 休養の重要性 

エアロビックダンスエクササイズ 2 

13. 運動継続のポイント 

多様なエアロビックダンスエクササイズ 

14. まとめ 

体力測定と身体活動量の評価 
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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） 

授業内レポート（5 点×12 回）(60%)/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ならない 

 

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。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

ダンス経験は一切問わない。運動に適した服装で受講すること。 

受講者の受講環境や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） 

【スポーツ実習科目に関する注意事項】 

1．スポーツ実習科目の受講には，「健康診断（Web問診）の受診が必須」となります． 

 授業初回に健康診断（Web問診）の受診の有無を確認します． 

 受診をしていない場合は成績評価の対象としない場合があるので，気をつけて下さい． 

https://spirit.rikkyo.ac.jp/health/checkup/SitePages/teiki.aspx  

 

2．第 1 回目の授業より実習が始まるので，「運動ができる服装・靴などを準備」し，授業に出席して下さい． 

 

3．スポーツ科目では授業内の安全管理上，授業中は「原則ビデオオン（顔出し）」にて参加して下さい． 

 

4．「授業当日の体調管理」や実技を行う際の「周囲の安全」には十分注意して行って下さい． 

 

【編集前】 
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■FI281 

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） 
健康エクササイズ＆コンディショニング 

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） 
CMP1220 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
定員 24 名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

健康維持・増進を図るためには生活の中に運動・スポーツを取り入れ，継続することが重要である．本授業では自身のパフォー

マンス向上やリラックスを目的とした身近な軽運動のスキルや健康維持・増進に必要な知識を身につけることを目標とする． 

 

It is very important to continue the exercise in your life for health promotion. The aim of this course is to help students acquire 

understanding of concepts related to relaxation, performance improvement and motivating them to control their lives through 

moderate exercise.  

 

授業の内容（Course Contents） 

授業ではコンディショニングの内容，トレーニング理論や方法，運動処方の内容などを解説し，健康維持・増進のためにはどのよ

うな取り組みが必要なのかを学習する．各自の目標を身体作り，持久力向上，シェイプアップなどに置き，授業後も自ら楽しみな

がら，進んで運動に取り組めることを目標とする．授業の流れは最初に 30 分程度の講義または認知機能計測を行い，その後，

毎回ストレッチングを 20 分程度行い，最後に軽運動（自重トレーニング，有酸素運動，健康エクササイズ等）を 40 分程度実施す

る．受講生には毎週トレーニング内容を記録表に記録してもらい，授業最終回（14 回目）にその内容をまとめてもらい，課題発表

を行ってもらう． 

 

This exercise program is focused on overall physical condition to bring the body into good shape, and aims to create a body that 

can move more functionally. Through understanding scientific knowledge for health maintenance and improvement and moderate 

exercise such as weight training, walking and /or aerobic exercise, students aim at improving stamina and releasing stress.  

First, each student perform goal setting. Then students experience a variety of exercises appropriate for their health promotion 

plan and find exercises that suit them. Create a chart, set a goal to reach by the final class and exercise towards that goal 

during each class. Students also learn how to prepare balanced meals and learn about exercise, nutrition, rest and weight loss 

related topics; 30 minutes of the class time is spent on lectures or cognitive function test, while the rest is stretching and 

practice. Students will have presentation by their training results in last class. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業ガイダンス，自己紹介，アイスブレイク，トレーニング目標設定，認知機能計測①，健康の考え方 

2. 講義 1（運動処方），ストレッチング，軽運動 1（自重トレーニング①） 

3. 講義 2（心拍数の測り方），ストレッチング，軽運動 2（有酸素運動（ウォーキング等）①） 

4. 講義 3（AED），ストレッチング，軽運動 3（健康エクササイズ①） 

5. 講義 4（生体リズム），ストレッチング，軽運動 4（自重トレーニング②） 

6. 講義 5（睡眠），ストレッチング，軽運動 5（有酸素運動（ウォーキング等）②） 

7. 認知機能計測②，ストレッチング，軽運動 6（健康エクササイズ②） 

8. 講義 6（栄養），ストレッチング，軽運動 7（自重トレーニング③） 

9. 講義 7（体組成），ストレッチング，軽運動 8（有酸素運動（ウォーキング等）③） 

10. 講義 8（肥満），ストレッチング，軽運動 9（健康エクササイズ③） 

11. 講義 9（運動と脳），ストレッチング，軽運動 10（自重トレーニング④） 

12. 講義 10（ストレス），ストレッチング，軽運動 11（有酸素運動（ウォーキング等）④） 

13. 認知機能計測③，ストレッチング，軽運動 12（健康エクササイズ④） 

14. トレーニング効果の評価，課題発表，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． 
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成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加態度(60%)/学期末レポート(20%)/課題発表(20%) 

なお，単位の取得には 2/3 以上の課題提出が必要となる． 

 

テキスト（Textbooks） 

特に指定なし．必要に応じて資料を提示する． 

 

参考文献（Readings） 

特に指定なし．必要に応じて資料を提示する． 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

【スポーツ実習科目に関する注意事項】 

1．スポーツ実習科目の受講には，「健康診断（Web問診）の受診が必須」となります． 

 授業初回に健康診断（Web問診）の受診の有無を確認します． 

 受診をしていない場合は成績評価の対象としない場合があるので，気をつけて下さい． 

https://spirit.rikkyo.ac.jp/health/checkup/SitePages/teiki.aspx  

 

2．第 1 回目の授業より実習が始まるので，「運動ができる服装・靴などを準備」し，授業に出席して下さい． 

 

3．スポーツ科目では授業内の安全管理上，授業中は「原則ビデオオン（顔出し）」にて参加して下さい． 

 

4．「授業当日の体調管理」や実技を行う際の「周囲の安全」には十分注意して行って下さい． 

 

【編集前】 
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■FI282 

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） 
クライミング 

担当者名 

（Instructor） 
西谷 善子（NISHITANI YOSHIKO） 

学期 

（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） 

本授業では，通常のコミュニケーションが取れない事態で，クライミングに関する教養を深めながらコミュニケーションの大切さや

必要性を学ぶ。 

 

Students will deepen their climbing knowledge and education through this class, and  understand the importance of connecting 

with others. 

 

授業の内容（Course Contents） 

1）オンライン講義 

 毎回授業開始時に Zoom等のオンラインミーティング上にて出欠をとり、前回の質問への回答などを行います。その後、ライブ

参加・視聴型の教材で学習し、小レポートを作成して提出します。 

2）実技運動課題の個人実施 1回 20〜60 分程度の運動を 1〜3 回/週×12 週 

3）期末レポートの提出（最終授業時に提出） 

 

Through theory and practice, this course will offer an introduction to training theory and methods, the necessity of a proper 

lifestyle, the mechanism of the human body and sport culture for climbing. 

Using short videos, students will actually experience various forms of exercise, work-outs, training that can be easily done at 

home.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ＜オリエンテーション＞オンライン授業の説明 

2. クライミングの魅力 

3. 競技クライミングの魅力 

4. クライミングに必要な体力① 

5. クライミングに必要な体力② 

6. クライミングに必要な体力について考える①グループワーク 

7. クライミングに必要な体力について考える②グループワーク 

8. クライミングに必要な技術① 

9. クライミングに必要な技術② 

10. クライミングのリスク① 

11. クライミングのリスク② 

12. クライミングに必要なコンディショニングについて考える①グループワーク 

13. クライミングに必要なコンディショニングについて考える②グループワーク 

14. ＜まとめ＞授業のまとめ（期末レポート提出） 

 

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』と『スポーツクライミング ボルダリング 

考える力を身につけながら楽しくレベルアップ!!』（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。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

平常点＋小レポート(50%)/理解・達成度(20%)/最終レポート(Final Report)(30%) 

 

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)） 

・オンデマンド授業 

・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。 

・課題の提出期限：毎回小レポート（400 字程度）を授業時間内に提出してもらいます。 

 

注意事項（Notice） 

【スポーツ実習科目に関する注意事項】 

1．スポーツ実習科目の受講には，「健康診断（Web問診）の受診が必須」となります． 

 授業初回に健康診断（Web問診）の受診の有無を確認します． 

 受診をしていない場合は成績評価の対象としない場合があるので，気をつけて下さい． 

https://spirit.rikkyo.ac.jp/health/checkup/SitePages/teiki.aspx  

 

2．第 1 回目の授業より実習が始まるので，「運動ができる服装・靴などを準備」し，授業に出席して下さい． 

 

3．スポーツ科目では授業内の安全管理上，授業中は「原則ビデオオン（顔出し）」にて参加して下さい． 

 

4．「授業当日の体調管理」や実技を行う際の「周囲の安全」には十分注意して行って下さい． 

 

【編集前】 

 

  



 

 - 1423 - 

■FI316 

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（ベーシックヨガ） 

 

【変更前】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 24 名 

(変更前)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。 

 

“Live in harmony with yourself and your environment,” and approach yoga as the key to the challenges of modern society. After 

an overview of yoga theory, students learn the basics of the exercise and breathing techniques, and each student masters 

continuous body work to be aware of, understand, regulate and train the condition of their body and mind. 

 

授業の内容（Course Contents） 

授業は、Zoomを使用したオンタイムの実技実習を中心に、解説講義を加える。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。 

【変更前】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。 

 

This course is "on time practice" by Zoom.  In the lectures, the fundamental knowledge and basic concepts of yoga are 

outlined. During the practical exercises, 1) The basic asanas (motions) and their variations in 6 areas and 2) The basic 

Pranayamas (breathing techniques) are explained and practiced. Sessions flow through a combination of a dozen or so asanas, 

focusing on a single main theme each time. 

【Before change】In the lectures, the fundamental knowledge and basic concepts of yoga are outlined. During the practical 

exercises, 1) The basic asanas (motions) and their variations in 6 areas and 2) The basic Pranayamas (breathing techniques) are 

explained and practiced. Sessions flow through a combination of a dozen or so asanas, focusing on a single main theme each 

time. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス ／ 実習：ヨガの基本姿勢（足脚で立つ、手腕で立つ） 

【変更前】ガイダンス、および「太陽礼拝」実習 

2. 実習：太陽礼拝 ／ 講義：ヨガの基礎知識（略史・思想・分類・現状）と基本原理「五鞘」「八支則」 

【変更前】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. 実習：立位とバランス ／ 講義：立位とバランスのメカニクス 

【変更前】立位とバランス／講義：立位とバランスのメカニクス 

4. 実習：前屈 ／ 講義：前屈のメカニクス 

【変更前】前屈／講義：前屈のメカニクス 

5. 実習：捻転 ／ 講義：捻転のメカニクス 

【変更前】捻転／講義：捻転のメカニクス 

6. 実習：後屈 ／ 講義：後屈のメカニクス 

【変更前】後屈／講義：後屈のメカニクス 

7. 実習：逆転 ／ 講義：逆転のメカニクス 

【変更前】逆転／講義：逆転とアームバランスのメカニクス 

8. 実習：ハンドスタンド ／ 講義：ハンドスタンドのメカニクス 

【変更前】アームバランス 

9. 実習：呼吸へのフォーカス ／ 講義：調気法（呼吸法）解説と紹介 1 

【変更前】呼吸へのフォーカス／講義：調気法（呼吸法）解説と紹介 1 

10. 実習：太陽礼拝 ／ 講義：調気法（呼吸法）解説と紹介 2 

【変更前】太陽礼拝／講義：調気法（呼吸法）解説と紹介 2 
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11. 実習：ビンヤサ（フロースタイル）プラクティス 1 ベーシックフロー 

【変更前】ビンヤサ（フロースタイル）プラクティス 1 

12. 実習：ビンヤサ（フロースタイル）プラクティス 2 ベーシックフロー 

【変更前】ビンヤサ（フロースタイル）プラクティス 2 

13. 実習：ビンヤサ（フロースタイル）プラクティス 3 ベーシックフロー 

【変更前】ビンヤサ（フロースタイル）プラクティス 3 

14. 実習・講義：セルフプラクティスに向けて 

【変更前】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実習を行う。 

【変更前】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)(40%)/記録ペーパー[12 回×4％、10回以上提出で+2%](50%)/実習の取り組み(10%) 

【成績評価方法・基準変更前】平常点(In-class Points)100% (最終レポート(Final Report)40%授業への参加態度,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ならない 

 

テキスト（Textbooks） 

授業時に資料を配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. B･K･S･アイアンガー 

【変更前】、2004 

【変更前】、『ハタヨガの真髄 

【変更前】』、白揚社 

【変更前】 

2. 佐保田鶴治 

【変更前】、1973 

【変更前】、『ヨーガの根本経典 

【変更前】』、平河出版社 

【変更前】 

3. 立川武蔵 

【変更前】、1988 

【変更前】、『ヨーガの哲学 

【変更前】』、講談社 

【変更前】 

4. 中村尚人 

【変更前】、2010 

【変更前】、『体感して学ぶ ヨガの解剖学 

【変更前】』、BAB ジャパン 

【変更前】 

 

【変更前】授業時に紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

◆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す。男女問わず積極

的に受講して下さい。 

 

◆1m×2m以上の動けるスペースを用意すること。 

◆実習は裸足で行う。床は手足が滑らない場所を選ぶこと。ヨガマットがあればなお望ましい。 

◆動きやすい伸縮性のある運動着を着用し参加すること。 

 

◆安全と学習効果を高めるために、画面が見やすくかつ自身の全身が映るセッティングに努めて下さい。 

◆初回は、ガイダンスと併せて実技実習のためのセッティングについて確認をを行い、その後実習に入ります。 

 

【変更前】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。 
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実習は裸足で行う。動きやすい伸縮性のある運動着を着用し参加すること。 

初回は、ガイダンス後に実技実習を行う。 

 

注意事項（Notice） 

【スポーツ実習科目に関する注意事項】 

1．スポーツ実習科目の受講には，「健康診断（Web問診）の受診が必須」となります． 

 授業初回に健康診断（Web問診）の受診の有無を確認します． 

 受診をしていない場合は成績評価の対象としない場合があるので，気をつけて下さい． 

https://spirit.rikkyo.ac.jp/health/checkup/SitePages/teiki.aspx  

 

2．第 1 回目の授業より実習が始まるので，「運動ができる服装・靴などを準備」し，授業に出席して下さい． 

 

3．スポーツ科目では授業内の安全管理上，授業中は「原則ビデオオン（顔出し）」にて参加して下さい． 

 

4．「授業当日の体調管理」や実技を行う際の「周囲の安全」には十分注意して行って下さい． 

 

【編集前】【スポーツ実習科目に関する注意事項】 

１．担当教員より特別の指示のない限り、更衣はポール・ラッシュ・アスレチックセンター（池袋キャンパス）/ 体育館（新座キャン

パス）の更衣室で行うこと。 

なお、第 1 回目の授業より実習が始まるので、運動ができる服装・靴を準備し、授業に出席すること。屋内施設で行う授業は専用

シューズを用意すること。 

2．天候等により通常の実施場所とは異なる場合があるため、屋内・屋外科目に関わらず、授業前にポール・ラッシュ・アスレチッ

クセンター入口（池袋キャンパス）/ 体育館入口（新座キャンパス）の掲示板で実施場所を確認すること。 

3．4 月に行われる定期健康診断を必ず受診しておくこと。 
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■FI317 

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（パワーヨガ） 

 

【変更前】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 24 名 

(変更前)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。 

【変更前】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。 

 

“Live in harmony with yourself and your environment,” and approach yoga as the key to the challenges of modern society. After 

an overview of yoga theory, students learn the basics of the exercise and breathing techniques, and each student masters 

continuous body work to be aware of, understand, regulate and train the condition of their body and mind. 

【Before change】Fitness does not just determine one’s outward appearance, but means that the entire mind and body are in a 

healthy and adequate condition. In that case, how can individuals reasonably integrate physical exercise into their daily lives in 

order to manage their overall self and live with well-regulated minds and bodies? In this class, based on this awareness of the 

issue, students select exercises based on their own needs and cultivate the awareness and habits to do them actively and 

continuously. 

 

授業の内容（Course Contents） 

授業は、Zoomを使用したオンタイムの実技実習を中心に、解説講義を加える。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。 

【変更前】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。 

 

This course is "on time practice" by Zoom.  In the lectures, the fundamental knowledge and basic concepts of yoga are 

outlined. During the practical exercises, 1) The basic asanas (motions) and their variations in 6 areas and 2) The basic 

Pranayamas (breathing techniques) are explained and practiced. Sessions flow through a combination of a dozen or so asanas, 

focusing on a single main theme each time. 

【Before change】Students take up physical exercises which are easy to practice continuously in daily life and practice while 

their structures are explained. Each time, a process is followed that combines several types of motion. Each student uses data 

sheets for the exercises, to work on strength self-management. 

The specific topics of this class are as follows. 

A) Strengthen the inner muscles to change posture, increase the basic quality of movement and increase basal metabolism. B) 

Strengthen the outer muscles to add contour to the body. C) Study the theory and practice effective aerobic exercise training 

focusing on energy consumption. 

Students work with the following physical exercises for these topics, and their effects are explained. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス ／ 実習：ヨガの基本姿勢（足脚で立つ、手腕で立つ） 

【変更前】ガイダンス、およびフロースタイルヨガ実習 

2. 実習：太陽礼拝 ／ 講義：ヨガの基礎知識（略史・思想・分類・現状）と基本原理「五鞘」「八支則」 
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【変更前】フロースタイルヨガ／講義：痩身概念の整理 

3. 実習：立位とバランス ／ 講義：立位とバランスのメカニクス 

【変更前】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 

4. 実習：前屈 ／ 講義：前屈のメカニクス 

【変更前】フロースタイルヨガ，筋コンディショニング／講義：エネルギー摂取の概説 

5. 実習：捻転 ／ 講義：捻転のメカニクス 

【変更前】フロースタイルヨガ，筋コンディショニング／講義：エネルギー消費の概説 

6. 実習：後屈 ／ 講義：後屈のメカニクス 

【変更前】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 

7. 実習：逆転 ／ 講義：逆転のメカニクス 

【変更前】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. 実習：ハンドスタンド ／ 講義：ハンドスタンドのメカニクス 

【変更前】エアロビクス・ダンス・エクササイズ記録２ 

9. 実習：呼吸へのフォーカス ／ 講義：調気法（呼吸法）解説と紹介 1 

【変更前】エアロビクス・ダンス・エクササイズ記録３ 

10. 実習：太陽礼拝 ／ 講義：調気法（呼吸法）解説と紹介 2 

【変更前】エアロビクス・ダンス・エクササイズ記録４ 

11. 実習：ビンヤサ（フロースタイル）プラクティス 1 パワーフロー 

【変更前】エアロビクス・ダンス・エクササイズ記録５ 

12. 実習：ビンヤサ（フロースタイル）プラクティス 2 パワーフロー 

【変更前】エアロビクス・ダンス・エクササイズ記録６ 

13. 実習：ビンヤサ（フロースタイル）プラクティス 3 パワーフロー 

【変更前】上記 3 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. 実習・講義：セルフプラクティスに向けて 

【変更前】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） 

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実習を行う。 

【変更前】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)(40%)/記録ペーパー[12 回×4％、10回以上提出で+2%](50%)/実習の取り組み(10%) 

【成績評価方法・基準変更前】平常点(In-class Points)100% (最終レポート(Final Report)40%授業への参加態度,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ならない 

 

テキスト（Textbooks） 

授業時に資料を配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. B･K･S･アイアンガー 

【変更前】、2004 

【変更前】、『ハタヨガの真髄 

【変更前】』、白揚社 

【変更前】 

2. 佐保田鶴治 

【変更前】、1973 

【変更前】、『ヨーガの根本経典 

【変更前】』、平河出版社 

【変更前】 

3. 立川武蔵 

【変更前】、1988 

【変更前】、『ヨーガの哲学 

【変更前】』、講談社 

【変更前】 

4. 中村尚人 

【変更前】、2010 

【変更前】、『体感して学ぶ ヨガの解剖学 

【変更前】』、BAB ジャパン 

【変更前】 

 

【変更前】必要に応じて授業時に紹介する。 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

◆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す。男女問わず積極

的に受講して下さい。 

 

◆1m×2m以上の動けるスペースを用意すること。 

◆実習は裸足で行う。床は手足が滑らない場所を選ぶこと。ヨガマットがあればなお望ましい。 

◆動きやすい伸縮性のある運動着を着用し参加すること。 

 

◆安全と学習効果を高めるために、画面が見やすくかつ自身の全身が映るセッティングに努めて下さい。 

◆初回は、ガイダンスと併せて実技実習のためのセッティングについて確認をを行い、その後実習に入ります。 

 

 

【変更前】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。 

裸足でのトレーニングとシューズを履いたトレーニングを行う。裸足になれる動き易い服装で，室内用シューズを持参し，水分補

給の用意をして参加すること。 

初回は、ガイダンス後に実技実習を行う。 

 

注意事項（Notice） 

【スポーツ実習科目に関する注意事項】 

1．スポーツ実習科目の受講には，「健康診断（Web問診）の受診が必須」となります． 

 授業初回に健康診断（Web問診）の受診の有無を確認します． 

 受診をしていない場合は成績評価の対象としない場合があるので，気をつけて下さい． 

https://spirit.rikkyo.ac.jp/health/checkup/SitePages/teiki.aspx  

 

2．第 1 回目の授業より実習が始まるので，「運動ができる服装・靴などを準備」し，授業に出席して下さい． 

 

3．スポーツ科目では授業内の安全管理上，授業中は「原則ビデオオン（顔出し）」にて参加して下さい． 

 

4．「授業当日の体調管理」や実技を行う際の「周囲の安全」には十分注意して行って下さい． 

 

【編集前】【スポーツ実習科目に関する注意事項】 

１．担当教員より特別の指示のない限り、更衣はポール・ラッシュ・アスレチックセンター（池袋キャンパス）/ 体育館（新座キャン

パス）の更衣室で行うこと。 

なお、第 1 回目の授業より実習が始まるので、運動ができる服装・靴を準備し、授業に出席すること。屋内施設で行う授業は専用

シューズを用意すること。 

2．天候等により通常の実施場所とは異なる場合があるため、屋内・屋外科目に関わらず、授業前にポール・ラッシュ・アスレチッ

クセンター入口（池袋キャンパス）/ 体育館入口（新座キャンパス）の掲示板で実施場所を確認すること。 

3．4 月に行われる定期健康診断を必ず受診しておくこと。 
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■FI318 

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） 

オンラインアーティスティックスイミングのいろは 

 

【変更前】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 24 名 

(変更前)定員 20 名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

シンクロナイズドスイミング（アーティスティックスイミング）について、水中での動作や姿勢を学び、今後の水中活動の幅を広げ、

健康増進に役立てる。 

【変更前】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（アーティスティックスイミング）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。 

 

The objective of this course is for students to learn a variety of movements and techniques of artistic swimming, and to create 

healthy minds and bodies for future activities in the water. 

【Before change】The objective of this course is for students to learn a variety of movements and techniques in the water, and 

to create healthy minds and bodies by cooperating with each other through synchronized swimming. 

 

授業の内容（Course Contents） 

アーティスティックスイミングの基本動作を陸で身につけ、実際に振り付けを行う。表現力やリズム感を養いつつ協調する楽しさを

体得する。アーティスティック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関りについて考える。2021 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。 

【変更前】シンクロナイズドスイミング（アーティスティックスイミング）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（ア

ーティスティックスイミング）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。 

 

Try basic techniques of artistic swimming on land and try choreography with music.   

Enjoy expression,rhythm and being one team. Students also learn about the history of artistic swimming and the Olympics and 

consider their own connection to the Olympics. Turning towards 2021, we convey the power and significance of sports from the 

standpoint of Olympians. 

【Before change】Through floating, which is the basis of synchronized swimming, controlling the body by hand and being in-tune 

with their colleagues, students experience the charm of a swimming in a way that differs from the 4 modern styles of swimming. 

Students also learn about the history of synchronized swimming and the Olympics and consider their own connection to the 

Olympics. Turning towards 2020, we convey the power and significance of sports from the standpoint of Olympians. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス１  授業計画・Zoomシュミレーション・AS競技規則と歴史 

【変更前】ガイダンス１  水泳健康診断 施設見学 

2. ガイダンス２  アーティスティックスイミング競技について（姿勢及びスカーリング） 

【変更前】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（アーティスティックスイミング）競技について 

3. ランドリル及び水中の動き実演 

【変更前】泳力のレベルチェック(グループ分け) 

4. 基本技術１ (浮き身)、リズム水泳１ 

【変更前】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. 基本技術２ (スカーリング・様々な泳ぎ)、リズム水泳２ 

【変更前】基本技術２ (スカーリング・立ち泳ぎ)、リズム水泳２ 

6. 基本技術３ (スカーリング・立ち泳ぎ)、リズム水泳３ 

7. 基本技術４ (足技)、リズム水泳４ 

【変更前】基本技術４ (スカーリング・立ち泳ぎ)、リズム水泳４ 

8. 基本技術５ (組み合わせ)、リズム水泳５ 

【変更前】基本技術５ (フローティング)、リズム水泳５ 

9. 基本技術６ (ルーティン作り)、リズム水泳６ 
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【変更前】基本技術６ (フローティング)、リズム水泳６ 

10. 基本技術７ （ルーティン作り）、リズム水泳７ 

【変更前】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（アーティスティックスイミング）の技術習得の効果ー 

11. アーティスティックスイミングルーティン披露 

ゲスト講師に学ぶ（初代男子日本代表） 

【変更前】シンクロナイズドスイミング（アーティスティックスイミング）の演技披露に向けたグループ分けと創作 

12. アーティスティックスイミングルーティン披露 

ゲスト講師に学ぶ（リオデジャネイロ オリンピックメダリスト） 

【変更前】シンクロナイズドスイミング（アーティスティックスイミング）の演技披露に向けた練習１ 

13. アーティスティックスイミングまとめ 

【変更前】シンクロナイズドスイミングの（アーティスティックスイミング）演技披露に向けた練習２ 

14. テスト 

【変更前】シンクロナイズドスイミング（アーティスティックスイミング）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） 

特になし 

【変更前】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ならない 

 

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)） 

アーティスティックスイミングの経験は問わない。 

【変更前】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（アーティスティックスイミング）の経験は問わない。 

 

注意事項（Notice） 

【スポーツ実習科目に関する注意事項】 

1．スポーツ実習科目の受講には，「健康診断（Web問診）の受診が必須」となります． 

 授業初回に健康診断（Web問診）の受診の有無を確認します． 

 受診をしていない場合は成績評価の対象としない場合があるので，気をつけて下さい． 

https://spirit.rikkyo.ac.jp/health/checkup/SitePages/teiki.aspx  

 

2．第 1 回目の授業より実習が始まるので，「運動ができる服装・靴などを準備」し，授業に出席して下さい． 

 

3．スポーツ科目では授業内の安全管理上，授業中は「原則ビデオオン（顔出し）」にて参加して下さい． 

 

4．「授業当日の体調管理」や実技を行う際の「周囲の安全」には十分注意して行って下さい． 

 

【編集前】【スポーツ実習科目に関する注意事項】 

１．担当教員より特別の指示のない限り、更衣はポール・ラッシュ・アスレチックセンター（池袋キャンパス）/ 体育館（新座キャン

パス）の更衣室で行うこと。 

なお、第 1 回目の授業より実習が始まるので、運動ができる服装・靴を準備し、授業に出席すること。屋内施設で行う授業は専用

シューズを用意すること。 

2．天候等により通常の実施場所とは異なる場合があるため、屋内・屋外科目に関わらず、授業前にポール・ラッシュ・アスレチッ

クセンター入口（池袋キャンパス）/ 体育館入口（新座キャンパス）の掲示板で実施場所を確認すること。 

3．4 月に行われる定期健康診断を必ず受診しておくこと。 

 

本科目は、担当教員の実務経験、または実務に従事するゲスト・スピーカーの招聘講義等を活かした授業である。 
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■FI319 

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 24 名 

(変更前)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。 

 

Figure out how you would like to improve your physical fitness, then experience and consider what type of exercise program 

should be implemented to achieve this goal. 

 

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。 

 

As a method of becoming aware of bodily imbalances and habits, working on areas you want to improve and embodying ideals, 

strengthening, stretching and relaxing, this class introduces a Pilates mat exercise and yoga aerobic exercise program with an 

emphasis on breathing techniques, aimed at improving stamina and releasing stress. 

 

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ならない 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

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

【スポーツ実習科目に関する注意事項】 

1．スポーツ実習科目の受講には，「健康診断（Web問診）の受診が必須」となります． 

 授業初回に健康診断（Web問診）の受診の有無を確認します． 

 受診をしていない場合は成績評価の対象としない場合があるので，気をつけて下さい． 

https://spirit.rikkyo.ac.jp/health/checkup/SitePages/teiki.aspx  

 

2．第 1 回目の授業より実習が始まるので，「運動ができる服装・靴などを準備」し，授業に出席して下さい． 

 

3．スポーツ科目では授業内の安全管理上，授業中は「原則ビデオオン（顔出し）」にて参加して下さい． 

 

4．「授業当日の体調管理」や実技を行う際の「周囲の安全」には十分注意して行って下さい． 

 

【編集前】【スポーツ実習科目に関する注意事項】 

１．担当教員より特別の指示のない限り、更衣はポール・ラッシュ・アスレチックセンター（池袋キャンパス）/ 体育館（新座キャン

パス）の更衣室で行うこと。 

なお、第 1 回目の授業より実習が始まるので、運動ができる服装・靴を準備し、授業に出席すること。屋内施設で行う授業は専用

シューズを用意すること。 

2．天候等により通常の実施場所とは異なる場合があるため、屋内・屋外科目に関わらず、授業前にポール・ラッシュ・アスレチッ

クセンター入口（池袋キャンパス）/ 体育館入口（新座キャンパス）の掲示板で実施場所を確認すること。 

3．4 月に行われる定期健康診断を必ず受診しておくこと。 

 

本科目は、担当教員の実務経験、または実務に従事するゲスト・スピーカーの招聘講義等を活かした授業である。 
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■FI321 

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 24 名 

(変更前)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。 

 

Learn naturally, and study the theory and practice of the “Noguchi Gymnastics” method for releasing tension and relaxing the 

body. The objective of this class is for students to concretely learn natural and reasonable ways of using the body, together 

with cultivating an attitude of cross-sectionally considering the "actual feelings of the body" as a foundation for the condition 

of life and society from now on, from a standpoint of multicultural coexistence and social inclusion. 

 

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。 

 

Classes advance through both lectures and practice on the theme of the day. "Noguchi Gymnastics" was founded by Michizo 

Noguchi (1914-98, Professor Emeritus, Tokyo University of the Arts), and is a unique form of gymnastics that influenced a wide 

range of fields such as music, dance, theater, art, education, medicine, philosophy and lifelong education. Keywords include “The 

self is part of nature,” “The more energy you release, the more energy comes out” and “Sensation is power.” We introduce how 

to confront and maintain the body associated with the self throughout one's life in accordance with the natural principle of 

"releasing and loosening energy." From the “actual feelings of the body,” let’s explore various ways of living in the present era. 

Students who lack experience in physical education and exercise are also welcome. 

 

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 
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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ならない 

 

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） 

【スポーツ実習科目に関する注意事項】 

1．スポーツ実習科目の受講には，「健康診断（Web問診）の受診が必須」となります． 

 授業初回に健康診断（Web問診）の受診の有無を確認します． 

 受診をしていない場合は成績評価の対象としない場合があるので，気をつけて下さい． 

https://spirit.rikkyo.ac.jp/health/checkup/SitePages/teiki.aspx  

 

2．第 1 回目の授業より実習が始まるので，「運動ができる服装・靴などを準備」し，授業に出席して下さい． 

 

3．スポーツ科目では授業内の安全管理上，授業中は「原則ビデオオン（顔出し）」にて参加して下さい． 

 

4．「授業当日の体調管理」や実技を行う際の「周囲の安全」には十分注意して行って下さい． 

 

【編集前】【スポーツ実習科目に関する注意事項】 

１．担当教員より特別の指示のない限り、更衣はポール・ラッシュ・アスレチックセンター（池袋キャンパス）/ 体育館（新座キャン

パス）の更衣室で行うこと。 

なお、第 1 回目の授業より実習が始まるので、運動ができる服装・靴を準備し、授業に出席すること。屋内施設で行う授業は専用

シューズを用意すること。 

2．天候等により通常の実施場所とは異なる場合があるため、屋内・屋外科目に関わらず、授業前にポール・ラッシュ・アスレチッ

クセンター入口（池袋キャンパス）/ 体育館入口（新座キャンパス）の掲示板で実施場所を確認すること。 

3．4 月に行われる定期健康診断を必ず受診しておくこと。 

 

本科目は、担当教員の実務経験、または実務に従事するゲスト・スピーカーの招聘講義等を活かした授業である。 
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■FI323 

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 24 名 

(変更前)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。 

 

The aim of this course is to help students acquire understanding of Concepts related to health promotion and motivating them 

to control their lives. 

 

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。 

 

Lectures of this course, deals with the physical activity standards for health promotion set by the Ministry of Health, Labor and 

Welfare, exercise using personal physical data, nutrition and rest. And practicals of this course, deals with the practice the 

contents learned in the lectures and exercise using G-balls. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス、定期健康診断受診記録の確認 

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%)/レポート課題(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ならない 

 

テキスト（Textbooks） 

特に必要としない。必要に応じて授業時に資料を配布する。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

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し、初回授業出席時に受診記録の記載された通学証明書を持参すること。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。 
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・運動に適した服装・シューズで受講すること。 

・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、レポート課題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） 

【スポーツ実習科目に関する注意事項】 

1．スポーツ実習科目の受講には，「健康診断（Web問診）の受診が必須」となります． 

 授業初回に健康診断（Web問診）の受診の有無を確認します． 

 受診をしていない場合は成績評価の対象としない場合があるので，気をつけて下さい． 

https://spirit.rikkyo.ac.jp/health/checkup/SitePages/teiki.aspx  

 

2．第 1 回目の授業より実習が始まるので，「運動ができる服装・靴などを準備」し，授業に出席して下さい． 

 

3．スポーツ科目では授業内の安全管理上，授業中は「原則ビデオオン（顔出し）」にて参加して下さい． 

 

4．「授業当日の体調管理」や実技を行う際の「周囲の安全」には十分注意して行って下さい． 

 

【編集前】【スポーツ実習科目に関する注意事項】 

１．担当教員より特別の指示のない限り、更衣はポール・ラッシュ・アスレチックセンター（池袋キャンパス）/ 体育館（新座キャン

パス）の更衣室で行うこと。 

なお、第 1 回目の授業より実習が始まるので、運動ができる服装・靴を準備し、授業に出席すること。屋内施設で行う授業は専用

シューズを用意すること。 

2．天候等により通常の実施場所とは異なる場合があるため、屋内・屋外科目に関わらず、授業前にポール・ラッシュ・アスレチッ

クセンター入口（池袋キャンパス）/ 体育館入口（新座キャンパス）の掲示板で実施場所を確認すること。 

3．4 月に行われる定期健康診断を必ず受診しておくこと。 

 

  



 

 - 1437 - 

■FI325 

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） 

水泳＆フィットネス 

 

【変更前】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 24 名 

(変更前)定員 20 名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

水の特性を知り、水泳・水中運動に関わる運動を通じて、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及び実践する能力の獲

得を目標とします。 

【変更前】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及び実践する能力の獲得を

目標とします。 

 

Learn about the characteristics of water and deepen your understanding of exercise in aquatic environments through swimming 

and underwater exercises. The objective of this course is for students to acquire communication skills and the ability to think 

about things from a broad perspective as well as promoting health, improving physical strength, and attending lectures to 

discover and practice new challenges with water. 

 

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 泳法を基本とした様々な陸上トレーニングを実施しま

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。 

【変更前】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、水中レクリエーションや近代 4 泳法を基本に様々な

水泳（水球など）を実施します。泳技能により実施内容は構成し、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。 

 

In the lecture, the characteristics of water, safety management, the characteristics and effects of underwater exercise and 

points of the 4 modern swimming styles are explained. For practical skills, students practice underwater movements, underwater 

recreation and various types of swimming based on the 4 modern swimming styles, while touching on the physiological 

responses of being underwater and fluid dynamics. The practice contents are organized by swimming skills, and students’ 

individual learning and implementation is subject to evaluation. All the classes spend the first 1/3 on lectures and the remaining 

2/3 on practice. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 講義：ガイダンス、水中環境と安全管理 

 

【変更前】講義：ガイダンス、水中環境と安全管理、水泳の基礎動作について 

その他：水泳用健康診断 

2. 講義：水中運動と健康／水の特性と水泳の基本姿勢 

実技：水泳に関わる静的ストレッチと基本姿勢 

【変更前】講義：水中運動と健康／水の特性 

実技：水中運動の基本と水泳の基本姿勢・呼吸方法 

3. 講義：水泳・水中運動の構造 

実技：水泳に関わる動的ストレッチと体幹トレーニング 

【変更前】講義：近代 4 泳法①（クロールの構造と分習法） 

実技：クロールと折り返し動作の実践 

4. 講義：クロールの構造 

実技：クロールを想定した陸上トレーニング 

【変更前】講義：近代 4 泳法②（背泳ぎの構造と分習法） 

実技：背泳ぎの実践と折り返し動作の実践 
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5. 講義：背泳ぎの構造 

実技：背泳ぎを想定した陸上トレーニング 

【変更前】講義：近代 4 泳法③（平泳ぎの構造と分習法） 

実技：平泳ぎの実践 

6. 講義：平泳ぎの構造 

実技：平泳ぎを想定した陸上トレーニング 

【変更前】講義：泳動作の評価方法と泳活動量の評価① 

実技：水中運動・水泳の自己課題の設定・解決へ向けた取り組み 

7. 講義：バタフライの構造 

実技：バタフライを想定した陸上トレーニング 

【変更前】講義：泳動作の評価方法と泳活動量の評価② 

実技：水中運動・水泳の自己課題の設定・解決へ向けた取り組み 

8. 講義：スタート及びターンの構造 

実技：台上及び壁面技術に関わる陸上トレーニング 

【変更前】講義：泳動作の評価方法と泳活動量の評価③ 

実技：水中運動・水泳の自己課題の設定・解決へ向けた取り組み 

9. 講義：様々な水泳 

実技：近代 4 泳法以外の水中動作の実践 

【変更前】講義及び実技：様々な水泳① 

近代 4 泳法以外の運動を取り上げ基礎学習と実践を行う（水球の基礎動作） 

10. 講義：水中運動と陸上運動の比較の実際① 

実技：ウォーキングを用いた水中運動の活動量推定 

【変更前】講義及び実技：様々な水泳② 

近代 4 泳法以外の運動を取り上げ基礎学習と実践を行う（水球のミニゲーム） 

11. 講義：水中運動と陸上運動の比較の実際② 

実技：ウォーキングを用いた水中運動の活動量推定 

【変更前】講義及び実技：様々な水泳③ 

近代 4 泳法以外の運動を取り上げ基礎学習と実践を行う（水球ゲーム） 

12. 講義：水泳・水中運動に関わる陸上トレーニングプログラムの実際① 

実技：トレーニングプログラムの作成と実践① 

【変更前】講義及び実技：様々な水泳④ 

近代 4 泳法以外の運動を取り上げ基礎学習と実践を行う（水球ゲーム） 

13. 講義：水泳・水中運動に関わる陸上トレーニングプログラムの実際② 

実技：トレーニングプログラムの作成と実践② 

【変更前】講義：水中運動又は泳法習得・改善プログラムの実際① 

実技：水中運動プログラムの作成と実践及び修正 

14. まとめ及び授業内レポートの作成 

【変更前】講義：水中運動又は泳法習得・改善プログラムの実際② 

実技：水中運動プログラムの作成と実践のまとめ 

 

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。 

水中での実技においては、水着・スイムキャップ・ゴーグル・タオル等を準備することになりますが本授業では不要です。本年度授

業においては 180cm×180cm程度の実技可能なスペースと陸上運動のできる服装を準備すること。 

初回の授業においては講義のみとなるため、上記のスペース及び服装については不要です。 

 

 

【変更前】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。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

参加意欲及びリアクションペーパー（5%×14 回）(70%)/最終レポート(Final Report)(30%) 

【成績評価方法・基準変更前】平常点(In-class Points)100% (授業への参加意欲・取り組み状況 70%授業内レポート,30%)<BR>２／

３以上の出席をしていない場合は成績評価の対象とならない 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

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 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

【変更前】初回の授業は水着等の実技時準備物は不要です。 

【重要】 

●水泳用健康診断を受診するため初回は必ず出席するようお願いします。 

●水泳用健康診断の結果により、履修取消となる場合があります。 

●当該年度の定期健康診断（授業内健康診断とは別です。）を必ず受診してください。 

上記については、初回授業にてに定期健康診断の受診の有無を確認します。 

 

注意事項（Notice） 

【スポーツ実習科目に関する注意事項】 

1．スポーツ実習科目の受講には，「健康診断（Web問診）の受診が必須」となります． 

 授業初回に健康診断（Web問診）の受診の有無を確認します． 

 受診をしていない場合は成績評価の対象としない場合があるので，気をつけて下さい． 

https://spirit.rikkyo.ac.jp/health/checkup/SitePages/teiki.aspx  

 

2．第 1 回目の授業より実習が始まるので，「運動ができる服装・靴などを準備」し，授業に出席して下さい． 

 

3．スポーツ科目では授業内の安全管理上，授業中は「原則ビデオオン（顔出し）」にて参加して下さい． 

 

4．「授業当日の体調管理」や実技を行う際の「周囲の安全」には十分注意して行って下さい． 

 

【編集前】【スポーツ実習科目に関する注意事項】 

１．担当教員より特別の指示のない限り、更衣はポール・ラッシュ・アスレチックセンター（池袋キャンパス）/ 体育館（新座キャン

パス）の更衣室で行うこと。 

なお、第 1 回目の授業より実習が始まるので、運動ができる服装・靴を準備し、授業に出席すること。屋内施設で行う授業は専用

シューズを用意すること。 

2．天候等により通常の実施場所とは異なる場合があるため、屋内・屋外科目に関わらず、授業前にポール・ラッシュ・アスレチッ

クセンター入口（池袋キャンパス）/ 体育館入口（新座キャンパス）の掲示板で実施場所を確認すること。 

3．4 月に行われる定期健康診断を必ず受診しておくこと。 

 

本科目は、担当教員の実務経験、または実務に従事するゲスト・スピーカーの招聘講義等を活かした授業である。 
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■FI327 

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 24 名 

(変更前)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。 

 

Approach “proper weight loss” scientifically from the perspective of both exercise and nutrition, and learn experientially through 

lectures and practical training. 

 

授業の内容（Course Contents） 

まずは自分の体格を測定・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。 

 

First, students’ physiques are evaluated. Then students experience a variety of exercises appropriate for their weight loss plan 

and find exercises that suit them. Create a chart, set a goal to reach by the final class and exercise towards that goal during 

each class. Students also learn how to prepare balanced meals and learn about exercise, nutrition, rest and weight loss related 

topics; 30 minutes of the class time is spent on lectures, while the rest is practice. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス，自己紹介，アイスブレイク 

2. 体組成の測定と評価，マシンの使い方，カルテ作成 

3. 心拍トレーニング，宿題「食事日記」 

4. ダイエットの基本，筋トレ（ダンベル・チューブ） 

5. 食事バランスガイド，宿題の解説，スモールボール，宿題「歩数計」 

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. アルコールとタバコ，ステップエクササイズ① 

9. ファストフード，ステップエクササイズ② 

10. 肥満と生活習慣病，ヨガ① 

11. 流行するダイエット法，ヨガ② 

12. サプリメント，サーキットトレ（CT） 

13. 持続的ウエルネス，体組成の測定と評価，CT 

14. 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%)/毎回の課題（5 点×12 回）(60%)/出席および取り組み姿勢(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ならない 

 

【変更前】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％ 

 

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。 
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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。 

・初回の授業は着替えなくてよい。 

・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。 

 

注意事項（Notice） 

【スポーツ実習科目に関する注意事項】 

1．スポーツ実習科目の受講には，「健康診断（Web問診）の受診が必須」となります． 

 授業初回に健康診断（Web問診）の受診の有無を確認します． 

 受診をしていない場合は成績評価の対象としない場合があるので，気をつけて下さい． 

https://spirit.rikkyo.ac.jp/health/checkup/SitePages/teiki.aspx  

 

2．第 1 回目の授業より実習が始まるので，「運動ができる服装・靴などを準備」し，授業に出席して下さい． 

 

3．スポーツ科目では授業内の安全管理上，授業中は「原則ビデオオン（顔出し）」にて参加して下さい． 

 

4．「授業当日の体調管理」や実技を行う際の「周囲の安全」には十分注意して行って下さい． 

 

【編集前】【スポーツ実習科目に関する注意事項】 

１．担当教員より特別の指示のない限り、更衣はポール・ラッシュ・アスレチックセンター（池袋キャンパス）/ 体育館（新座キャン

パス）の更衣室で行うこと。 

なお、第 1 回目の授業より実習が始まるので、運動ができる服装・靴を準備し、授業に出席すること。屋内施設で行う授業は専用

シューズを用意すること。 

2．天候等により通常の実施場所とは異なる場合があるため、屋内・屋外科目に関わらず、授業前にポール・ラッシュ・アスレチッ

クセンター入口（池袋キャンパス）/ 体育館入口（新座キャンパス）の掲示板で実施場所を確認すること。 

3．4 月に行われる定期健康診断を必ず受診しておくこと。 
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■FI331 

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） 
女性のヘルスケアとフィットネス 

担当者名 

（Instructor） 
中村 有紀（NAKAMURA 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） 
CMP1220 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
定員 24 名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

性別による身体的特性の違いから女性の生涯の健康について理解するとともに、女性のウエルビーイングと運動の関係につい

て実践的に学ぶ。 

 

英訳を希望 

 

授業の内容（Course Contents） 

この授業では、女性のライフステージやライフイベントによるからだの変化について基礎知識を学ぶ。また、女性が生活の中に運

動を取り入れる目的や意義とその具体的方法を実践的に学ぶ。 

 各回の授業は、講義およびアクティブラーニングを取り入れた理論的学修と、運動方法を実践的に学ぶ実習を組み合わせて実

施する。 

 

英訳を希望 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス／なぜ女性のからだを学ぶのか 

2. 性の分化／こころとからだの緊張をほぐす運動① 

3. 身体の発育・発達／こころとからだの緊張をほぐす運動② 

4. こども期～思春期の体力・運動能力／運動遊び 

5. 体力・運動能力の性差／女性のためのレジスタンストレーニング① 

6. 月経の基礎／女性のためのレジスタンストレーニング② 

7. 月経周期とコンディション／健康のための有酸素運動① 

8. 月経の異常／健康のための有酸素運動② 

9. 運動と栄養／活動量を高めるための基本姿勢と動作 

10. コンディションと食事／目的に合わせた運動 

11. 妊娠と運動／マタニティエクササイズ 

12. 中高年期のからだ／中高年女性のためのトレーニング① 

13. 女性はなぜ長生きか／中高年女性のためのトレーニング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関しては、必要に応じて別途指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

リアクションペーパーおよび課題（授業参画含む）(60%)/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ならない。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

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)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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【スポーツ実習科目に関する注意事項】 

1．スポーツ実習科目の受講には，「健康診断（Web問診）の受診が必須」となります． 

 授業初回に健康診断（Web問診）の受診の有無を確認します． 

 受診をしていない場合は成績評価の対象としない場合があるので，気をつけて下さい． 

https://spirit.rikkyo.ac.jp/health/checkup/SitePages/teiki.aspx  

 

2．第 1 回目の授業より実習が始まるので，「運動ができる服装・靴などを準備」し，授業に出席して下さい． 

 

3．スポーツ科目では授業内の安全管理上，授業中は「原則ビデオオン（顔出し）」にて参加して下さい． 

 

4．「授業当日の体調管理」や実技を行う際の「周囲の安全」には十分注意して行って下さい． 

 

【編集前】 
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■FI333 

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 24 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。 

 

In order to conduct resistance training safely and effectively, students learn about lifting forms as well as program creation 

methods and practice methods according to their objectives. 

 

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。 

 

Resistance training, which uses resistance to improve the function of the body, is widely practiced not only by athletes, but also 

by adults in general, who see it as movements that cultivate health and physical fitness. However, improper implementation can 

cause injury. Through practice, students aim to improve their skills by learning the appropriate form for safely lifting weight. The 

program’s planning, implementation and measurement of effects is based on the needs of the student. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション：体力とトレーニング 

2. 講義：レジスタンストレーニングの科学的基礎 

3. Exercise: Deadlift, Back squat, Bench press 

4. Exercise; Arm curl, Reverse Curl, Dumbbell Curl, Hammer Curl 

5. Exercise; Pull over, Triceps extension, Calf raise 

6. Exercise;  Bent over rowing, Bent over,  Straight leg deadlift  

7. Exercise; Front press, Back press, Upright rowing, One Hand Row  

8. Exercise; Front squat, Fly, Back fly, Overhead squat 

9. Exercise; Front raise,  Lateral raise, Shoulder shrug   

10. Exercise; Lunge squat, Forward lunge, Side lunge  

11. Exercise; Wrist curl, Reverse wrist curl, Concentration curl 

12. 講義：レジスタンスエクササイズのバイオメカニクス 

13. 講義：レジスタンストレーニングのプログラムデザイン 

14. 自重エクササイズのプログラム 

 

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。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席および授業態度(50%)/最終レポート(Final Report)(30%)/最終テスト(Final Test)(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ならない 

 

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） 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

【スポーツ実習科目に関する注意事項】 

1．スポーツ実習科目の受講には，「健康診断（Web問診）の受診が必須」となります． 

 授業初回に健康診断（Web問診）の受診の有無を確認します． 

 受診をしていない場合は成績評価の対象としない場合があるので，気をつけて下さい． 

https://spirit.rikkyo.ac.jp/health/checkup/SitePages/teiki.aspx  

 

2．第 1 回目の授業より実習が始まるので，「運動ができる服装・靴などを準備」し，授業に出席して下さい． 

 

3．スポーツ科目では授業内の安全管理上，授業中は「原則ビデオオン（顔出し）」にて参加して下さい． 

 

4．「授業当日の体調管理」や実技を行う際の「周囲の安全」には十分注意して行って下さい． 

 

【編集前】 
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■FI334 

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 24 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。 

 

In order to conduct resistance training safely and effectively, students learn about lifting forms as well as program creation 

methods and practice methods according to their objectives. 

 

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。 

 

Resistance training, which uses resistance to improve the function of the body, is widely practiced not only by athletes, but also 

by adults in general, who see it as movements that cultivate health and physical fitness. However, improper implementation can 

cause injury. Through practice, students aim to improve their skills by learning the appropriate form for safely lifting weight. The 

program’s planning, implementation and measurement of effects is based on the needs of the student. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション：体力とトレーニング 

2. 講義：レジスタンストレーニングの科学的基礎 

3. Exercise: Deadlift, Back squat, Bench press 

4. Exercise; Arm curl, Reverse Curl, Dumbbell Curl, Hammer Curl 

5. Exercise; Pull over, Triceps extension, Calf raise 

6. Exercise;  Bent over rowing, Bent over,  Straight leg deadlift  

7. Exercise; Front press, Back press, Upright rowing, One Hand Row  

8. Exercise; Front squat, Fly, Back fly, Overhead squat 

9. Exercise; Front raise,  Lateral raise, Shoulder shrug   

10. Exercise; Lunge squat, Forward lunge, Side lunge  

11. Exercise; Wrist curl, Reverse wrist curl, Concentration curl 

12. 講義：レジスタンスエクササイズのバイオメカニクス 

13. 講義：レジスタンストレーニングのプログラムデザイン 

14. 自重エクササイズのプログラム 

 

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%)/最終テスト(Final Test)(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ならない 

 

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） 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

【スポーツ実習科目に関する注意事項】 

1．スポーツ実習科目の受講には，「健康診断（Web問診）の受診が必須」となります． 

 授業初回に健康診断（Web問診）の受診の有無を確認します． 

 受診をしていない場合は成績評価の対象としない場合があるので，気をつけて下さい． 

https://spirit.rikkyo.ac.jp/health/checkup/SitePages/teiki.aspx  

 

2．第 1 回目の授業より実習が始まるので，「運動ができる服装・靴などを準備」し，授業に出席して下さい． 

 

3．スポーツ科目では授業内の安全管理上，授業中は「原則ビデオオン（顔出し）」にて参加して下さい． 

 

4．「授業当日の体調管理」や実技を行う際の「周囲の安全」には十分注意して行って下さい． 

 

【編集前】 
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■FI335 

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 24 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。 

 

Figure out how you would like to improve your physical fitness, then experience and consider what type of exercise program 

should be implemented to achieve this goal. 

 

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。 

 

As a method of becoming aware of bodily imbalances and habits, working on areas you want to improve and embodying ideals, 

strengthening, stretching and relaxing, this class introduces a Pilates mat exercise and yoga aerobic exercise program with an 

emphasis on breathing techniques, aimed at improving stamina and releasing stress. 

 

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。 

 

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ならない 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

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

【スポーツ実習科目に関する注意事項】 

1．スポーツ実習科目の受講には，「健康診断（Web問診）の受診が必須」となります． 

 授業初回に健康診断（Web問診）の受診の有無を確認します． 

 受診をしていない場合は成績評価の対象としない場合があるので，気をつけて下さい． 

https://spirit.rikkyo.ac.jp/health/checkup/SitePages/teiki.aspx  

 

2．第 1 回目の授業より実習が始まるので，「運動ができる服装・靴などを準備」し，授業に出席して下さい． 

 

3．スポーツ科目では授業内の安全管理上，授業中は「原則ビデオオン（顔出し）」にて参加して下さい． 

 

4．「授業当日の体調管理」や実技を行う際の「周囲の安全」には十分注意して行って下さい． 

 

【編集前】 
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■FI336 

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） 
オンラインで学ぶ馬術 

担当者名 

（Instructor） 
須磨 武司(SUMA TAKESHI) 

学期 

（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） 

馬術の特性を理解し，基礎的技術や基本的知識の習得をめざす。  

 

To understand the characteristics of horsemanship, the objective of this class is for students to acquire the fundamental skills 

and basic knowledge of the sport.  

 

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。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。 

 

Horsemanship is one of the few sports that involves live animals.  In addition to horseback riding, students understand that 

horses are not vehicles but are partners with emotions, and learn the importance of rapport and communication with horses 

that do not speak words. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 1：馬について ①馬の品種 ②毛色 ③馬体の特徴 

2. 1：馬について ④馬体の名称 ⑤蹄の名称 ⑥馬人間の構造比較 

3. 2：馬の性質 ①本能 ②性質 

4. 2：馬の性質 ③馬の表情 ④悪癖 

5. 3：馬術競技 ①馬場馬術競技 ②障害馬術競技 

6. 3：馬術競技 ③総合馬術競技 ④エンデュランス 

7. 4：乗馬の準備 ①馬具 ②乗馬の服装 

8. 4：乗馬の準備 ③馬の取扱 ④馬装 ⑤ひき馬 

9. 5：基本馬術 ①乗馬・下馬 ②騎手の姿勢  

10. 5：基本馬術 ③運動時の騎手の姿勢 ④馬の動き方 

11. 5：基本馬術 ⑤馬上体操 ⑥馬装の点検 ⑦扶助 

12. 6：部班運動の号令 ①号令の種類 ②各種運動の指示 ③その他の運動の指示 

13. 7：馬の管理 ①飼養管理 ②馬の健康状態の見分け方 ③馬の病気 

14. 講義まとめ  

 

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

授業内での紹介する動画や資料を復習し理解を深めてください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/授業への取組およびコメントペーパーの内容(60%) 

２／３以上の出席をしていない場合は、単位修得不可 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 公益社団法人全国乗馬倶楽部振興協会. LET'S ENJOY RIDING. 公益社団法人全国乗馬倶楽部振興協会 

 

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

本講義では、例年のように実際に馬に騎乗する形式では行わず、オンラインの講義のみとなります。 

ご注意ください。 

 

注意事項（Notice） 

【スポーツ実習科目に関する注意事項】 

1．スポーツ実習科目の受講には，「健康診断（Web問診）の受診が必須」となります． 

 授業初回に健康診断（Web問診）の受診の有無を確認します． 

 受診をしていない場合は成績評価の対象としない場合があるので，気をつけて下さい． 

https://spirit.rikkyo.ac.jp/health/checkup/SitePages/teiki.aspx  

 

2．第 1 回目の授業より実習が始まるので，「運動ができる服装・靴などを準備」し，授業に出席して下さい． 

 

3．スポーツ科目では授業内の安全管理上，授業中は「原則ビデオオン（顔出し）」にて参加して下さい． 

 

4．「授業当日の体調管理」や実技を行う際の「周囲の安全」には十分注意して行って下さい． 

 

【編集前】 
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■FI337 

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） 

Judo and Judo-Fitness Online 

オンラインで学ぶ柔道＆柔道フィットネス 

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） 
CMP1221 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
定員 24 名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

Students will learn about the etiquette, basic movements and various techniques of Judo as well as perform light exercise and 

training forms related to Judo with the goal of improving physical fitness and promoting health. Further, students will deepen the 

understanding of Japanese Budo and its characteristic ideas and philosophy from different viewpoints. 

 

授業の内容（Course Contents） 

Designed as an online course, this course will introduce the etiquette, basic movements and techniques of Judo mainly on a 

theoretical basis, but then also include light exercise and training forms related to Judo to improve overall physical fitness and 

promote health. Further, students will learn about the history of Judo and how Jigoro Kano, the founder of Judo, developed 

Judo as a physical, mental and moral pedagogy in Japan. In addition, a comparison with foreign practitioners will introduce how 

Judo evolved into a combat and Olympic sport nowadays, and students will discuss differences and similarities between 

Japanese and foreign Judo. 

Instruction for this course will be conducted in English. (The "Course Schedule" shows the main topics/contents for this 

course, but not necessarily the order dealt with in class.) 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Guidance & Introduction about Judo 

2. History of Judo: "The Gentle Way" by Jigoro Kano 

3. "Mind over Muscle": Judo and intellectual training/moral education 

4. "The Pyjama Game": Judo and the Japanese mind as seen from a foreign perspective 

5. Japanese vs foreign Judo: Budo vs Sport?! 

6. Olympic Judo & how to enjoy watching Judo competition 

7. Judogi (Judo wear), belt colors (Judo ranks), etiquette & rules 

8. Basic movements & falling techniques (ukemi) 

9. Standing techniques (tachi-waza) & groundwork techniques (ne-waza) 

10. Prearranged practice forms (uchi-komi) & free practice forms (randori) 

11. Judo-Fitness: Judo-related exercises and training forms 

12. Group work 

13. Group presentation 

14. Summary 

 

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

To be announced in class, if needed. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Class participation and effort(40%)/Group work/presentation(30%)/Final Report(30%) 

Students not attending more than 2/3 of classes will not be eligible for grade assessment. 

 

テキスト（Textbooks） 

Materials provided online via Google Drive (URL for access and further explanation at "Guidance") 

 

参考文献（Readings） 

Given or referred to in class. 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

Experience in Judo and Judogi (Judo wear) not required. 

Online course using the video conferencing service "Zoom" (URL announced via Blackboard and Spirit Mail before "Guidance"), 

including on-demand materials provided via Google Drive. 
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Attendance in "Guidance" required for further information on the course. 

 

注意事項（Notice） 

【スポーツ実習科目に関する注意事項】 

1．スポーツ実習科目の受講には，「健康診断（Web問診）の受診が必須」となります． 

 授業初回に健康診断（Web問診）の受診の有無を確認します． 

 受診をしていない場合は成績評価の対象としない場合があるので，気をつけて下さい． 

https://spirit.rikkyo.ac.jp/health/checkup/SitePages/teiki.aspx  

 

2．第 1 回目の授業より実習が始まるので，「運動ができる服装・靴などを準備」し，授業に出席して下さい． 

 

3．スポーツ科目では授業内の安全管理上，授業中は「原則ビデオオン（顔出し）」にて参加して下さい． 

 

4．「授業当日の体調管理」や実技を行う際の「周囲の安全」には十分注意して行って下さい． 

 

【編集前】 
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■FI361 

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） 

サッカー・フットサル＆フィットネス 

 

【変更前】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 24 名 

(変更前)定員 30 名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

サッカーとフットサルの理論（ルール、歴史、技術、戦術、練習方法）を理解し、一人でも習得可能な基本技能を身につける。サッ

カーとフットサルをプレーするためのフィットネス（体力）向上の方法を理解し実践する。 

【変更前】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。 

 

Understand the theory of football and futsal (rules, history, technic, tactics, practice methods) and acquire basic skills that can 

be learned by one person. Understand and practice how to improve your fitness to play soccer and futsal. 

【Before change】Understand the rules of futsal and learn the basic techniques and tactics. Learn how to use your 

communication skills and how to work effectively in groups (team practice, matches). 

 

授業の内容（Course Contents） 

パワーポイントで作成された教材を使用して理論学習を行い、小テストや小レポートなどの課題を提出する。配信動画を視聴しな

がら技能向上の練習とフィットネスの実践を行う。必要に応じて Zoomなどの同時双方向型授業を行う。 

【変更前】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。 

 

Use theoretical materials created in PowerPoint to conduct theoretical learning and submit quizzes and small reports. Practicing 

skills improvement and fitness while watching the streaming video. Simultaneous interactive lessons such as Zoom will be 

provided if necessary. 

【Before change】After dividing into teams, in the first half practice and games are conducted based on unified themes to acquire 

the basic skills and tactics of futsal. The second half explains points for making the MTM method work properly, and uses this 

method for each team to consider and implement ways to improve individual and team performance. The MTM method is a 

sequence of techniques to improve performance through analyzing match contents and effective practice (Training). 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

授業の概要、成績評価方法、受講環境のチェック、受講票の提出 

【変更前】ガイダンス 

2. サッカー・フットサル（1） 

サッカー・フットサルのルール（ピッチ編） 

【変更前】チーム分け、試しのゲーム、ルールの理解 

3. サッカー・フットサル（2） 

サッカー・フットサルのルール（プレイヤー編） 

【変更前】ボール・ポゼッション 

4. フィットネス（1） 

関節の可動域 

【変更前】シュートの技術、戦術 

5. サッカー・フットサル（3） 

キックの技術：インステップキック、インサイドキック 

【変更前】守備の技術、戦術 

6. サッカー・フットサル（4） 

キックの技術：インフロントキックとストイコビッチのインサイドキック 

【変更前】リーグ戦①（M－T－M メソッドとは） 

7. フィットネス（2） 
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関節の安定（インナーマッスル） 

【変更前】練習①（練習の形式と内容） 

8. サッカー・フットサル（5） 

サッカー・フットサルの戦術 

【変更前】リーグ戦②（練習の形式と内容） 

9. フィットネス（3） 

自宅でできる自体重での筋トレ（筋トレの基本） 

【変更前】練習②（良い練習とは） 

10. サッカー・フットサル（6） 

オープンスキルとクローズドスキル、技術と技能 

【変更前】リーグ戦③（良い練習とは） 

11. フィットネス（4） 

自宅でできる大胸筋のパンプアップ（筋肥大のトレーニング） 

【変更前】練習③（ベクトルを合わせる） 

12. サッカー・フットサル（7） 

サッカー・フットサルの歴史 

【変更前】リーグ戦④（ベクトルを合わせる） 

13. 体力と健康に関する理論 

【変更前】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） 

教材の理解：3 点×14 回(42%)/毎週提出する課題：4 点×14 回(56%)/初回の提出物：2 点(2%) 

【成績評価方法・基準変更前】平常点(In-class Points)100% (グループワークの取り組み 40%レポート,30%技術・戦術の習得度,20%

提出物,10%) 

単位の取得には 2/3 以上の出席と 2/3 以上の課題提出が必要となる。 

【変更前】２／３以上の出席をしていない場合は成績評価の対象とならない 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

【変更前】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） 

【スポーツ実習科目に関する注意事項】 

1．スポーツ実習科目の受講には，「健康診断（Web問診）の受診が必須」となります． 

 授業初回に健康診断（Web問診）の受診の有無を確認します． 

 受診をしていない場合は成績評価の対象としない場合があるので，気をつけて下さい． 

https://spirit.rikkyo.ac.jp/health/checkup/SitePages/teiki.aspx  

 

2．第 1 回目の授業より実習が始まるので，「運動ができる服装・靴などを準備」し，授業に出席して下さい． 

 

3．スポーツ科目では授業内の安全管理上，授業中は「原則ビデオオン（顔出し）」にて参加して下さい． 

 

4．「授業当日の体調管理」や実技を行う際の「周囲の安全」には十分注意して行って下さい． 

 

【編集前】【スポーツ実習科目に関する注意事項】 

１．担当教員より特別の指示のない限り、更衣はポール・ラッシュ・アスレチックセンター（池袋キャンパス）/ 体育館（新座キャン

パス）の更衣室で行うこと。 

なお、第 1 回目の授業より実習が始まるので、運動ができる服装・靴を準備し、授業に出席すること。屋内施設で行う授業は専用

シューズを用意すること。 

2．天候等により通常の実施場所とは異なる場合があるため、屋内・屋外科目に関わらず、授業前にポール・ラッシュ・アスレチッ

クセンター入口（池袋キャンパス）/ 体育館入口（新座キャンパス）の掲示板で実施場所を確認すること。 

3．4 月に行われる定期健康診断を必ず受診しておくこと。 
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■FI363 

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） 

初心者向けサッカー・フットサル＆フィットネス 

【変更前】フットサル 

担当者名 

（Instructor） 
石井 秀幸（ISHII 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） 
CMP1220 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

定員 24 名 

(変更前)定員 30 名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

本授業ではサッカーとフットサルの基礎的な技術を習得することを目標とする。また、身体トレーニングの実践を通して体力向上

や健康増進を図る。 

【変更前】本授業ではフットサルのルールを理解し、基礎的な技術・戦術を習得することを目標とする。チームスポーツであるフット

サルの楽しさを経験しながら、コミュニケーション能力を高める。 

 

This course aims to teach students to learn the fundamental techniques of soccer and futsal. Students will also improve 

physical fitness and health by practicing physical training. 

【Before change】This course aims to teach students to understand the rules of futsal and learn the sport's fundamental 

techniques and tactics. Students will also improve their communication skills while experiencing the fun of futsal as a team 

sport. 

 

授業の内容（Course Contents） 

本授業は初心者を対象とし、サッカーとフットサルの基礎技術を身につけるために授業ごとのテーマに沿った練習を行う。各授業

では、体幹トレーニングやランニングなどの身体トレーニングも行う。さらに講義によって、サッカーのキック動作や戦術について

学習する。初心者や女子の履修を歓迎する。 

【変更前】各授業は、鬼ごっこなどのウォーミングアップからスタートし、フットサルの基礎技術・戦術を身につけるために授業ごと

のテーマに沿った練習を行う。授業後半にはゲームを行い、習得した技術を試す。チーム分けをして、チームごとに個人・チーム

のパフォーマンスを向上させる方法を考え、実践する。女子や初心者の履修も歓迎する。 

 

This course is especially designed for beginners, and practice events are conducted according to the theme of each class to 

help students acquire the basic skills of soccer and futsal. In each class, students also perform physical training such as core 

training and running. Further, students will learn about kicking motions and tactics through lectures. Beginners and women are 

welcome to take the course. 

【Before change】Each class starts with a warm-up, such as a game of tag, and practice events are conducted according to the 

theme of each class to help students acquire the basic skills and tactics of futsal. In the second half of the class, students play 

a game to test the skills they learn. After dividing into teams, each team considers and implements ways to improve individual 

and team performance. Women and beginners are also welcome to take the course. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. ボールタッチと体幹トレーニング 

【変更前】ボールフィーリング（ボールに親しむ） 

3. リフティングと体幹トレーニング① 

【変更前】個人技術①（キック） 

4. リフティングと体幹トレーニング② 

【変更前】個人技術②（ドリブル） 

5. サッカーのキックに関する講義① 

【変更前】個人技術③（パス＆コントロール） 

6. ドリブルと体幹トレーニング① 

【変更前】個人技術④（フェイント） 

7. ドリブルと体幹トレーニング② 

【変更前】個人技術⑤（シュート） 

8. サッカーのキックに関する講義② 

【変更前】集団技術①（パスワーク） 

9. フェイントとランニング① 

【変更前】集団技術②（ディフェンス） 

10. フェイントとランニング② 



 

 - 1457 - 

【変更前】チーム戦術 

11. 戦術に関する講義 

【変更前】リーグ戦① 

12. 個人技術総合とランニング① 

【変更前】リーグ戦② 

13. 個人技術総合とランニング② 

【変更前】リーグ戦③ 

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、授業時に指示する。 

体調を整えて授業に臨むこと。 

 

【変更前】必要に応じ、授業時に指示する。 

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(60%)/授業中に課す課題(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ならない 

 

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） 

【スポーツ実習科目に関する注意事項】 

1．スポーツ実習科目の受講には，「健康診断（Web問診）の受診が必須」となります． 

 授業初回に健康診断（Web問診）の受診の有無を確認します． 

 受診をしていない場合は成績評価の対象としない場合があるので，気をつけて下さい． 

https://spirit.rikkyo.ac.jp/health/checkup/SitePages/teiki.aspx  

 

2．第 1 回目の授業より実習が始まるので，「運動ができる服装・靴などを準備」し，授業に出席して下さい． 

 

3．スポーツ科目では授業内の安全管理上，授業中は「原則ビデオオン（顔出し）」にて参加して下さい． 

 

4．「授業当日の体調管理」や実技を行う際の「周囲の安全」には十分注意して行って下さい． 

 

【編集前】【スポーツ実習科目に関する注意事項】 

１．担当教員より特別の指示のない限り、更衣はポール・ラッシュ・アスレチックセンター（池袋キャンパス）/ 体育館（新座キャン

パス）の更衣室で行うこと。 

なお、第 1 回目の授業より実習が始まるので、運動ができる服装・靴を準備し、授業に出席すること。屋内施設で行う授業は専用

シューズを用意すること。 

2．天候等により通常の実施場所とは異なる場合があるため、屋内・屋外科目に関わらず、授業前にポール・ラッシュ・アスレチッ

クセンター入口（池袋キャンパス）/ 体育館入口（新座キャンパス）の掲示板で実施場所を確認すること。 

3．4 月に行われる定期健康診断を必ず受診しておくこと。 
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■FI365 

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 24 名 

(変更前)定員 20 名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

本授業の目標は次の通りである。 

 1) 生涯スポーツへの導入 

 2) テニスに関する知識の獲得 

 3) テニスの基本的技術についての理解 

【変更前】 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。 

 

The objective of this course are: 

  1) Introduction to lifelong sport. 

  2) Acquisition of knowledge about tennis. 

  3) Understanding of basic tennis skills. 

【Before change】 The objective of this course is for students to learn tennis techniques and acquire knowledge about tennis 

such as etiquette and rules while experiencing the enjoyability and depth of tennis. 

 

授業の内容（Course Contents） 

この授業はオンライン授業である。 

授業は原則時間割通りに，ライブ参加型（双方向リアルタイム)にて実施する。 

生涯スポーツとしてテニスを楽しむことができるように，必要な知識や技術についての講義を行う。また，適宜グループワークなど

を通して，クラス内のコミュニケーションを図る。 

オンライン授業のため，実際にボールを打つことはできないが，秋学期後半からは基本的な技術解説とともに，軽く身体を動かす

ことを行う。 

 

【変更前】 テニスコートでは，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。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。 

 また，座学として生涯スポーツとしてのテニスについて講義を行う。 

 

This class is an online class. Classes will be conducted according to the timetable. 

This class will teach you to enjoy tennis as a lifelong sport. In addition, communication within the class will be promoted through 

appropriate group work. 

Students cannot actually hit the ball because it is an online class, but from the latter half of the fall semester, they will be able 

to move the body lightly along with basic technical explanations. 

【Before change】On the tennis court, the basic class flow is to practice under the topic and theme for the period and to try it 

out in an actual match. The etiquette, rules and knowledge necessary for tennis are also explained in the appropriate period. 

In the classroom, lectures are given on tennis as a lifelong sport. 

 

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 

【変更前】ガイダンス，ストレッチング，水分補給について（教室講義） 

必ず出席すること 

2. テニスの可能性と魅力 

【変更前】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. テニスをするには① 

【変更前】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. レポート発表 

【変更前】グランドストローク基本練習 

5. テニスをするには② 

【変更前】グランドストローク，フットワークに留意しての練習 
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6. マナー，ルールについて 

【変更前】サービス基本練習 

7. グランドストローク① 

【変更前】サービス練習（基本から応用），サービスレシーブ 

8. グランドストローク② 

【変更前】ボレー練習（基本） 

9. グランドストローク③ 

【変更前】ボレー練習（対ストロークとのラリー） 

10. サービス① 

【変更前】ダブルスの試合の進め方の説明，ダブルスの試合 

11. サービス② 

【変更前】ダブルスの試合 

12. ボレー① 

【変更前】ダブルスの試合 

13. テニスの楽しみ方 

【変更前】生涯スポーツとしてのテニス１（教室講義） 

授業理解度に関する小テスト 

14. まとめ 

以上の授業計画は予定であり，進行状況により変わる可能性がある。 

【変更前】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） 

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。 

【変更前】 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） 

授業内提出物(20%)/リアクションペーパー(25%)/小レポート(15%)/小テスト(15%)/期末レポート(25%) 

【成績評価方法・基準変更前】平常点(In-class Points)100% (授業への参加態度 40%小テスト,10%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ならない 

 

テキスト（Textbooks） 

必要に応じて資料を配付する。 

【変更前】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、2020年、『JTA TENNIS RULE BOOK 2020』、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．Zoomによる授業を予定。初回アクセスに関する案内は，事前に Blackboardにて行う予定である。 

2．パソコンによる出席を強く推奨する。 

3．授業ではクラス内にてグループワークを行うため，原則としてビデオオンを求めることになる。 

4．授業は，時間割通り，火曜日 1 時限，8：50 から開始する。 

5．授業計画は予定であり，進行状況により変更の可能性がある。 

6．テニスの経験は問わない。 

【変更前】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。必ず出席すること。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。この第 1 回

目の授業には必ず参加すること。 

４．テニスに対する意欲の高い人，授業を休むつもりの無い人の履修を希望する。 

 

注意事項（Notice） 

【スポーツ実習科目に関する注意事項】 

1．スポーツ実習科目の受講には，「健康診断（Web問診）の受診が必須」となります． 
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 授業初回に健康診断（Web問診）の受診の有無を確認します． 

 受診をしていない場合は成績評価の対象としない場合があるので，気をつけて下さい． 

https://spirit.rikkyo.ac.jp/health/checkup/SitePages/teiki.aspx  

 

2．第 1 回目の授業より実習が始まるので，「運動ができる服装・靴などを準備」し，授業に出席して下さい． 

 

3．スポーツ科目では授業内の安全管理上，授業中は「原則ビデオオン（顔出し）」にて参加して下さい． 

 

4．「授業当日の体調管理」や実技を行う際の「周囲の安全」には十分注意して行って下さい． 

 

【編集前】【スポーツ実習科目に関する注意事項】 

１．担当教員より特別の指示のない限り、更衣はポール・ラッシュ・アスレチックセンター（池袋キャンパス）/ 体育館（新座キャン

パス）の更衣室で行うこと。 

なお、第 1 回目の授業より実習が始まるので、運動ができる服装・靴を準備し、授業に出席すること。屋内施設で行う授業は専用

シューズを用意すること。 

2．天候等により通常の実施場所とは異なる場合があるため、屋内・屋外科目に関わらず、授業前にポール・ラッシュ・アスレチッ

クセンター入口（池袋キャンパス）/ 体育館入口（新座キャンパス）の掲示板で実施場所を確認すること。 

3．4 月に行われる定期健康診断を必ず受診しておくこと。 
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■FI366 

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） 

オンラインで学ぶサッカー・フットサル 

【変更前】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 24 名 

(変更前)定員 30 名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

本授業ではサッカー・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。サッカー・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。 

【変更前】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。 

 

The objective of this class is for students to understand and be able to implement the basic tactics of soccer and futsal. Study 

instructional methods while experiencing the fun of soccer and futsal. 

【Before change】The objective of this class is for students to understand and be able to implement the basic tactics of futsal. 

Study instructional methods while experiencing the fun of futsal. 

 

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・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。 

【変更前】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。 

 

We would like for students to experience the feeling that their “can-do” can be increased by their “knowledge,” regardless of 

skill level. Through a “can-do” experience, we would like for students to experience the joy of soccer and futsal and wish to tell 

others about their experience in this class.  

【Before change】We would like for students to experience the feeling that their “can-do” can be increased by their 

“knowledge,” regardless of skill level. Through a “can-do” experience, we would like for students to experience the joy of futsal 

and wish to tell others about their experience in this class. Each class starts with a different warm-up, such as a game of tag, 

and two practice events are held according to the theme of each class. Students practice to learn the theme naturally. In the 

second half of the class we always play a game to review the theme. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

授業概要についての説明 

【変更前】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. スポーツのなかみを見るとは 

スポーツのなかみとは何か？ 

 

【変更前】ボール無しの動き（１） 

集団で動くことの難しさ 

3. なかみを見るための戦術知 

「見る」と「観る」の違い 

【変更前】ボール無しの動き（２） 

サポートの方法（タイミング、角度） 

4. ゲームではどんなことが起こっているか 

人・ボール・スペースの関係 

【変更前】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. 指導者の資質（１） 
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指導者・コーチとは 

【変更前】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. 指導者の資質（２） 

理解力・見通し・愛情・性格・ユーモアについて 

【変更前】判断のスピード 

３人目の動きのタイミング 

7. 指導者と選手の関係（１） 

指導者の役割 

【変更前】１対１の対応 

局面と全体の関係 連動 

8. 指導者と選手の関係（２） 

コミュニケーションの種類と方法 

【変更前】チームワーク 

組み立ての基本 

9. プレーの原則（１） 

突破‐ディレイ 攻撃の厚み‐守備の厚み 

【変更前】チャレンジ＆カバー 

局面の連動と全体の連動 

10. プレーの原則（２） 

攻撃の幅‐守備の集結 

【変更前】攻撃の幅 

周りを見る 遠くを見る 

11. ボールなしの動き 

個人・グループ・チーム 

【変更前】攻撃の連動（１） 

幅を使いながら動き出す 

12. 戦術的アプローチとは 

戦術とは協力の仕方→ゲームを楽しむために 

【変更前】攻撃の連動（２） 

切り替えの速さ コンパクトネス 

13. コーチングの現場 

初心者にもトップレベルの戦術を経験させるには 

【変更前】数的優位を生かす 

出し手、受け手の意識 

14. まとめ 

サッカー・フットサルを楽しむために 

【変更前】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。 

 

【変更前】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)(30%)/リアクションペーパー（５点×１４回）(70%) 

【成績評価方法・基準変更前】平常点(In-class Points)100% (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ならない 

 

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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【スポーツ実習科目に関する注意事項】 

1．スポーツ実習科目の受講には，「健康診断（Web問診）の受診が必須」となります． 

 授業初回に健康診断（Web問診）の受診の有無を確認します． 

 受診をしていない場合は成績評価の対象としない場合があるので，気をつけて下さい． 

https://spirit.rikkyo.ac.jp/health/checkup/SitePages/teiki.aspx  

 

2．第 1 回目の授業より実習が始まるので，「運動ができる服装・靴などを準備」し，授業に出席して下さい． 

 

3．スポーツ科目では授業内の安全管理上，授業中は「原則ビデオオン（顔出し）」にて参加して下さい． 

 

4．「授業当日の体調管理」や実技を行う際の「周囲の安全」には十分注意して行って下さい． 

 

【編集前】【スポーツ実習科目に関する注意事項】 

１．担当教員より特別の指示のない限り、更衣はポール・ラッシュ・アスレチックセンター（池袋キャンパス）/ 体育館（新座キャン

パス）の更衣室で行うこと。 

なお、第 1 回目の授業より実習が始まるので、運動ができる服装・靴を準備し、授業に出席すること。屋内施設で行う授業は専用

シューズを用意すること。 

2．天候等により通常の実施場所とは異なる場合があるため、屋内・屋外科目に関わらず、授業前にポール・ラッシュ・アスレチッ

クセンター入口（池袋キャンパス）/ 体育館入口（新座キャンパス）の掲示板で実施場所を確認すること。 

3．4 月に行われる定期健康診断を必ず受診しておくこと。 
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■FI368 

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） 

オンラインで学ぶサッカー・フットサルとコンディショニング 

【変更前】フットサル 

担当者名 

（Instructor） 
角南 俊介（SUNAMI SYUNSUKE） 

学期 

（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 

(変更前)定員 30 名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

現代に入り，生活環境の変化の影響による運動不足が引き起こす，様々な健康問題が取り沙汰されている。運動不足を補うため

には，運動習慣を身につけることが望ましいとされており，そのためには生涯にわたって楽しむことができるスポーツを実践するこ

とが大切である。 

本授業では，以下の 2 点を主な目的とする。 

①サッカー・フットサルに関わるテクニックを実践し，身体の操作性を身に付けること 

②サッカーやフットサル に関わりのあるコンディショニングを体験することによって自身の健康と体力向上させること【変更前】現

代に入り，生活環境の変化の影響による運動不足が引き起こす，様々な健康問題が取り沙汰されている。運動不足を補うために

は，運動習慣を身につけることが望ましいとされており，そのためには生涯にわたって楽しむことができるスポーツを実践すること

が大切である。 

本授業では，フットサルの楽しさと喜びを実感するとともに，自身の健康と体力向上を図り，技術・戦術の向上やゲーム運営，審

判の実践を通じて生涯スポーツの基礎となる実践力を高めることを目的とする。 

 

In modern times, change in living environment has led to lack of exercise, and the wide range of health problems it is causing is 

gathering attention. Creating a habit of exercising is deemed essential for overcoming inactive lifestyle, and engaging in sports 

that can be enjoyed throughout life is important to achieve the goal.  

 

Through experiencing the fun and joy of futsal, the course aims to improve their health and fitness, and enhance basic ability for 

implementing life-time sports through improving the technique and tactics, and engaging in game operation and refereeing. 

 

授業の内容（Course Contents） 

授業は毎週の開講時間にオンラインアプリを用いたオンライン授業形式で行います。 

授業は主に実技形式で行いますので，各自体調を整えて参加するようにしてください。 

また，適宜，講義形式の授業を含める予定です。 

【変更前】実技形式の授業では，各授業テーマのトレーニングを行いその後ゲームを行う。 

適宜，講義を含める場合もある。 

 

In practical classes, students will engage in training for the theme of each class and play a game.  

Lectures will be held as necessary. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス（授業の内容，進め方，成績評価，注意点などの説明） 

2. ボールフィーリングとコンディショニング① 

【変更前】ボールフィーリング（ボールに親しむ） 

3. ボールフィーリングとコンディショニング② 

【変更前】個人技術①（キック） 

4. ボールフィーリングとコンディショニング③ 

【変更前】個人技術②（ドリブル） 

5. ボールフィーリングとコンディショニング④ 

【変更前】個人技術③（ボールコントロール，シュート） 

6. ボールフィーリングとコンディショニング⑤ 

【変更前】個人技術④（フェイント −相手をだます−） 

7. サッカー・フットサル の技術① 

【変更前】個人技術⑤（フェイント −相手との駆け引き−） 

8. サッカー・フットサル の技術② 

【変更前】集団技術①（パスワーク） 
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9. サッカー・フットサル の技術③ 

【変更前】集団技術②（ディフェンス） 

10. サッカーとフットサル の違い① 

【変更前】リーグ戦① 

11. サッカーとフットサル の違い② 

【変更前】リーグ戦② 

12. 外部講師招聘講義（予定） 

【変更前】リーグ戦③ 

13. 最終課題の説明 

【変更前】リーグ戦④ 

14. 到達目標の確認，振り返り等 

【変更前】最終レポートの提出，到達目標の確認，振り返り等 

 

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。 

オンラインでも体をしっかりと動かすので，体調を整えて授業に備えること。 

 

【変更前】必要に応じて，授業中に指示する。 

体調を整えて授業に備えること。 

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） 

授業への参加状況(50%)/授業中の態度(20%)/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ならない 

 

テキスト（Textbooks） 

特になし。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

【スポーツ実習科目に関する注意事項】 

1．スポーツ実習科目の受講には，「健康診断（Web問診）の受診が必須」となります． 

 授業初回に健康診断（Web問診）の受診の有無を確認します． 

 受診をしていない場合は成績評価の対象としない場合があるので，気をつけて下さい． 

https://spirit.rikkyo.ac.jp/health/checkup/SitePages/teiki.aspx  

 

2．第 1 回目の授業より実習が始まるので，「運動ができる服装・靴などを準備」し，授業に出席して下さい． 

 

3．スポーツ科目では授業内の安全管理上，授業中は「原則ビデオオン（顔出し）」にて参加して下さい． 

 

4．「授業当日の体調管理」や実技を行う際の「周囲の安全」には十分注意して行って下さい． 

 

【編集前】【スポーツ実習科目に関する注意事項】 

１．担当教員より特別の指示のない限り、更衣はポール・ラッシュ・アスレチックセンター（池袋キャンパス）/ 体育館（新座キャン

パス）の更衣室で行うこと。 

なお、第 1 回目の授業より実習が始まるので、運動ができる服装・靴を準備し、授業に出席すること。屋内施設で行う授業は専用

シューズを用意すること。 

2．天候等により通常の実施場所とは異なる場合があるため、屋内・屋外科目に関わらず、授業前にポール・ラッシュ・アスレチッ

クセンター入口（池袋キャンパス）/ 体育館入口（新座キャンパス）の掲示板で実施場所を確認すること。 

3．4 月に行われる定期健康診断を必ず受診しておくこと。 
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■FI369 

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） 

オンラインで学ぶサッカー・フットサルとコンディショニング 

【変更前】フットサル 

担当者名 

（Instructor） 
角南 俊介（SUNAMI SYUNSUKE） 

学期 

（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 

(変更前)定員 30 名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

現代に入り，生活環境の変化の影響による運動不足が引き起こす，様々な健康問題が取り沙汰されている。運動不足を補うため

には，運動習慣を身につけることが望ましいとされており，そのためには生涯にわたって楽しむことができるスポーツを実践するこ

とが大切である。 

本授業では，以下の 2 点を主な目的とする。 

①サッカー・フットサルに関わるテクニックを実践し，身体の操作性を身に付けること 

②サッカーやフットサル に関わりのあるコンディショニングを体験することによって自身の健康と体力向上させること 

【変更前】現代に入り，生活環境の変化の影響による運動不足が引き起こす，様々な健康問題が取り沙汰されている。運動不足

を補うためには，運動習慣を身につけることが望ましいとされており，そのためには生涯にわたって楽しむことができるスポーツを

実践することが大切である。 

本授業では，フットサルの楽しさと喜びを実感するとともに，自身の健康と体力向上を図り，技術・戦術の向上やゲーム運営，審

判の実践を通じて生涯スポーツの基礎となる実践力を高めることを目的とする。 

 

In modern times, change in living environment has led to lack of exercise, and the wide range of health problems it is causing is 

gathering attention. Creating a habit of exercising is deemed essential for overcoming inactive lifestyle, and engaging in sports 

that can be enjoyed throughout life is important to achieve the goal.  

 

Through experiencing the fun and joy of futsal, the course aims to improve their health and fitness, and enhance basic ability for 

implementing life-time sports through improving the technique and tactics, and engaging in game operation and refereeing. 

【Before change】In modern times, change in living environment has led to lack of exercise, and the wide range of health 

problems it is causing is gathering attention. Creating a habit of exercising is deemed essential for overcoming inactive lifestyle, 

and engaging in sports that can be enjoyed throughout life is important to achieve the goal.  

 

Through experiencing the fun and joy of futsal, the course aims to improve their health and fitness, and enhance basic ability for 

implementing life-time sports through improving the technique and tactics, and engaging in game operation and refereeing. 

 

授業の内容（Course Contents） 

授業は毎週の開講時間にオンラインアプリを用いたオンライン授業形式で行います。 

授業は主に実技形式で行いますので，各自体調を整えて参加するようにしてください。 

また，適宜，講義形式の授業を含める予定です。 

【変更前】実技形式の授業では，各授業テーマのトレーニングを行いその後ゲームを行う。 

適宜，講義を含める場合もある。 

 

In practical classes, students will engage in training for the theme of each class and play a game.  

Lectures will be held as necessary. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス（授業の内容，進め方，成績評価，注意点などの説明） 

2. ボールフィーリングとコンディショニング① 

【変更前】ボールフィーリング（ボールに親しむ） 

3. ボールフィーリングとコンディショニング② 

【変更前】個人技術①（キック） 

4. ボールフィーリングとコンディショニング③ 

【変更前】個人技術②（ドリブル） 

5. ボールフィーリングとコンディショニング④ 

【変更前】個人技術③（ボールコントロール，シュート） 

6. ボールフィーリングとコンディショニング⑤ 
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【変更前】個人技術④（フェイント −相手をだます−） 

7. サッカー・フットサル の技術① 

【変更前】個人技術⑤（フェイント −相手との駆け引き−） 

8. サッカー・フットサル の技術② 

【変更前】集団技術①（パスワーク） 

9. サッカー・フットサル の技術③ 

【変更前】集団技術②（ディフェンス） 

10. サッカーとフットサル の違い① 

【変更前】リーグ戦① 

11. サッカーとフットサル の違い② 

【変更前】リーグ戦② 

12. 外部講師招聘講義（予定） 

【変更前】リーグ戦③ 

13. 最終課題の説明 

【変更前】リーグ戦④ 

14. 到達目標の確認，振り返り等 

【変更前】最終レポートの提出，到達目標の確認，振り返り等 

 

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。 

オンラインでも体をしっかりと動かすので，体調を整えて授業に備えること。 

 

【変更前】必要に応じて，授業中に指示する。 

体調を整えて授業に備えること。 

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） 

授業への参加状況(50%)/授業中の態度(20%)/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ならない 

 

テキスト（Textbooks） 

特になし。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

【スポーツ実習科目に関する注意事項】 

1．スポーツ実習科目の受講には，「健康診断（Web問診）の受診が必須」となります． 

 授業初回に健康診断（Web問診）の受診の有無を確認します． 

 受診をしていない場合は成績評価の対象としない場合があるので，気をつけて下さい． 

https://spirit.rikkyo.ac.jp/health/checkup/SitePages/teiki.aspx  

 

2．第 1 回目の授業より実習が始まるので，「運動ができる服装・靴などを準備」し，授業に出席して下さい． 

 

3．スポーツ科目では授業内の安全管理上，授業中は「原則ビデオオン（顔出し）」にて参加して下さい． 

 

4．「授業当日の体調管理」や実技を行う際の「周囲の安全」には十分注意して行って下さい． 

 

【編集前】【スポーツ実習科目に関する注意事項】 

１．担当教員より特別の指示のない限り、更衣はポール・ラッシュ・アスレチックセンター（池袋キャンパス）/ 体育館（新座キャン

パス）の更衣室で行うこと。 

なお、第 1 回目の授業より実習が始まるので、運動ができる服装・靴を準備し、授業に出席すること。屋内施設で行う授業は専用

シューズを用意すること。 

2．天候等により通常の実施場所とは異なる場合があるため、屋内・屋外科目に関わらず、授業前にポール・ラッシュ・アスレチッ

クセンター入口（池袋キャンパス）/ 体育館入口（新座キャンパス）の掲示板で実施場所を確認すること。 

3．4 月に行われる定期健康診断を必ず受診しておくこと。 
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■FI370 

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） 
サッカー・フットサル＆フィットネス 

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 24 名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

サッカーとフットサルの理論（ルール、歴史、技術、戦術、練習方法）を理解し、一人でも習得可能な基本技能を身につける。サッ

カーとフットサルをプレーするためのフィットネス（体力）向上の方法を理解し実践する。 

 

Understand the theory of football and futsal (rules, history, technic, tactics, practice methods) and acquire basic skills that can 

be learned by one person. Understand and practice how to improve your fitness to play soccer and futsal. 

 

授業の内容（Course Contents） 

パワーポイントで作成された教材を使用して理論学習を行い、小テストや小レポートなどの課題を提出する。配信動画を視聴しな

がら技能向上の練習とフィットネスの実践を行う。必要に応じて Zoomなどの同時双方向型授業を行う。 

 

Use theoretical materials created in PowerPoint to conduct theoretical learning and submit quizzes and small reports. Practicing 

skills improvement and fitness while watching the streaming video. Simultaneous interactive lessons such as Zoom will be 

provided if necessary. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

授業の概要、成績評価方法、受講環境のチェック、受講票の提出 

2. サッカー・フットサル（1） 

サッカー・フットサルのルール（ピッチ編） 

3. サッカー・フットサル（2） 

サッカー・フットサルのルール（プレイヤー編） 

4. フィットネス（1） 

関節の可動域 

5. サッカー・フットサル（3） 

キックの技術：インステップキック、インサイドキック 

6. サッカー・フットサル（4） 

キックの技術：インフロントキックとストイコビッチのインサイドキック 

7. フィットネス（2） 

関節の安定（インナーマッスル） 

8. サッカー・フットサル（5） 

サッカー・フットサルの戦術 

9. フィットネス（3） 

自宅でできる自体重での筋トレ（筋トレの基本） 

10. サッカー・フットサル（6） 

オープンスキルとクローズドスキル、技術と技能 

11. フィットネス（4） 

自宅でできる大胸筋のパンプアップ（筋肥大のトレーニング） 

12. サッカー・フットサル（7） 

サッカー・フットサルの歴史 

13. 体力と健康に関する理論 

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） 

教材の理解：3 点×14 回(42%)/毎週提出する課題：4 点×14 回(56%)/初回の提出物：2 点(2%) 
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単位の取得には 2/3 以上の出席と 2/3 以上の課題提出が必要となる。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

【スポーツ実習科目に関する注意事項】 

1．スポーツ実習科目の受講には，「健康診断（Web問診）の受診が必須」となります． 

 授業初回に健康診断（Web問診）の受診の有無を確認します． 

 受診をしていない場合は成績評価の対象としない場合があるので，気をつけて下さい． 

https://spirit.rikkyo.ac.jp/health/checkup/SitePages/teiki.aspx  

 

2．第 1 回目の授業より実習が始まるので，「運動ができる服装・靴などを準備」し，授業に出席して下さい． 

 

3．スポーツ科目では授業内の安全管理上，授業中は「原則ビデオオン（顔出し）」にて参加して下さい． 

 

4．「授業当日の体調管理」や実技を行う際の「周囲の安全」には十分注意して行って下さい． 

 

【編集前】 
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■FI371 

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） 
サッカー＆フィットネス 

担当者名 

（Instructor） 
安松 幹展(YASUMATSU MIKINOBU) 

学期 

（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） 

サッカーのフィットネストレーニングを実践するとともに，サッカーに対する理解を深める。サッカーをテーマにしたグループワーク

を通じて、コミュニケーション能力を高める 

 

Practice the fitness training of football while deepening your understanding of football. By group working as a team task, 

improve your communication skills.  

 

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→クーリングダウンという流れで行う。適宜，サッカーに関する講義と

グループワークも交える。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。  

 

Practice basically flows from warm-up to theme training to cooling down. Lectures and group work around football are mixed in 

as appropriate. Women and beginners are also welcome to take the course. Because this is a practical skills class, grade 

evaluation places great importance on class participation, and students are requested to proactively move their bodies while 

having fun with their peers.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. サッカーとはどんなスポーツか？（講義とグループワーク） 

2. サッカーのチームビルディング（講義とグループワーク） 

3. サッカーの環境対策（講義とグループワーク） 

4. サッカーのウォーミングアップとクーリングダウン（講義と実技） 

5. サッカーのフィットネステストと心拍測定（講義、実技とグループワーク） 

6. サッカーの有酸素性トレーニング（講義と実技） 

7. サッカーのスピード持久力トレーニング（講義と実技） 

8. サッカーのスピードトレーニング（講義と実技） 

9. サッカーのコアトレーニング（講義と実技） 

10. サッカーのパワートレーニング（講義と実技） 

11. サッカーのコーディネーショントレーニング（（講義と実技） 

12. サッカーは健康に良いスポーツか？（講義とグループワーク） 

13. ボールを使用したフィットネストレーニング（講義とグループワーク） 

14. グループ発表とまとめ 

 

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。 

実技は、授業時間外に行うものもある。 

実技の際には、周りの安全確認を十分行って実施すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(30%)/授業時の振り返りレポート(50%)/グループプレゼン内容(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Jens Bangsbo、2008、『ゲーム形式で鍛えるサッカーの体力トレーニング』、大修館書店 (ISBN:4469266744) 

 

参考文献（Readings） 

1. Jens Bangsbo & Jesper L. Andersen、2018、『パフォーマンス向上に役立つ サッカー選手のパワートレーニング』、大修館書店 

(ISBN:4469268445) 
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2. Jens Bangsbo、2015、『パフォーマンス向上に役立つサッカー選手の体力測定と評価』、大修館書店 (ISBN:4469267694) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

【スポーツ実習科目に関する注意事項】 

1．スポーツ実習科目の受講には，「健康診断（Web問診）の受診が必須」となります． 

 授業初回に健康診断（Web問診）の受診の有無を確認します． 

 受診をしていない場合は成績評価の対象としない場合があるので，気をつけて下さい． 

https://spirit.rikkyo.ac.jp/health/checkup/SitePages/teiki.aspx  

 

2．第 1 回目の授業より実習が始まるので，「運動ができる服装・靴などを準備」し，授業に出席して下さい． 

 

3．スポーツ科目では授業内の安全管理上，授業中は「原則ビデオオン（顔出し）」にて参加して下さい． 

 

4．「授業当日の体調管理」や実技を行う際の「周囲の安全」には十分注意して行って下さい． 

 

【編集前】 
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■FI555 

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） 
高野 千春（TAKANO CHIHARU） 

学期 

（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 

(変更前)定員 40 名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

レクリエーショナルスポーツの社会的意義を理解し、対象や環境に応じた工夫や、誰もが安全に楽しめるためのサポートができる

ようになる。 

 

The course aims to understand the social significance of recreational sports and become capable of adjusting to suit the 

participants and environments, and of providing support for everyone to enjoy safely. 

 

授業の内容（Course Contents） 

今やスポーツは全ての人々の基本的な権利となり、生涯スポーツ社会の実現に向けて、様々なスポーツへの関わり方が見直さ

れている。誰もが気軽に楽しめるレクリエーショナルスポーツの社会的意義は大きいと言えよう。この授業では、まず自分たちが

レクリエーショナルスポーツを楽しみ、その組み立てや展開について理論的に捉えた後、対象や環境に応じたバリエーションと支

援方法を考え、実践していく。基本的には、授業はグル―プワークで進める。 

 

Participation in sports has now become a basic right for everyone, and involvement in various sports to realize life-time sports 

society is being reviewed. Recreational sports that can be easily accessed and enjoyed by everyone have a social significance. 

In this course, students will first enjoy recreational sports themselves and learn theories on its structure and deployment, then 

consider and implement variations and supporting methods corresponding to participants and environment. Basically, classes will 

be held in group work. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. アイスブレイク 

3. 屋外で行うレクリエーショナルスポーツ１ 

4. 屋外で行うレクリエーショナルスポーツ２ 

5. 屋外で行うレクリエーショナルスポーツ３ 

6. 屋内で行うレクリエーショナルスポーツ１ 

7. 屋内で行うレクリエーショナルスポーツ２ 

8. 屋内で行うレクリエーショナルスポーツ３ 

9. 屋内で行うレクリエーショナルスポーツ４ 

10. 新たなレクリエーショナルスポーツを考えよう！ 

11. 新たなレクリエーショナルスポーツをやってみよう１ 

12. 新たなレクリエーショナルスポーツをやってみよう２ 

13. 新たなレクリエーショナルスポーツをやってみよう３ 

14. まとめ 

 

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

事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)(30%)/毎回の課題、リアクションペーパー(40%)/授業態度・授業への貢献度(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ならない 

 

テキスト（Textbooks） 

必要に応じて資料を配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 日本レクリエーション協会編、2018、『レクリエーション支援の基礎』、公益財団法人日本レクリエーション協会 (ISBN:978-4-
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931180-81-9) 

2. 日本レクリエーション協会編、2017、『スポレク活動で健康寿命を延伸』、公益財団法人日本レクリエーション協会 (ISBN:978-

4-931180-96-3) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

天候等の都合により授業計画が変更する場合があるので、その連絡方法についてはオリエンテーションで指示をする。 

授業毎のリアクションペーパーの内容について、次回授業時に全体にフィードバックし、情報の共有を行う。 

 

注意事項（Notice） 

【スポーツ実習科目に関する注意事項】 

1．スポーツ実習科目の受講には，「健康診断（Web問診）の受診が必須」となります． 

 授業初回に健康診断（Web問診）の受診の有無を確認します． 

 受診をしていない場合は成績評価の対象としない場合があるので，気をつけて下さい． 

https://spirit.rikkyo.ac.jp/health/checkup/SitePages/teiki.aspx  

 

2．第 1 回目の授業より実習が始まるので，「運動ができる服装・靴などを準備」し，授業に出席して下さい． 

 

3．スポーツ科目では授業内の安全管理上，授業中は「原則ビデオオン（顔出し）」にて参加して下さい． 

 

4．「授業当日の体調管理」や実技を行う際の「周囲の安全」には十分注意して行って下さい． 

 

【編集前】【スポーツ実習科目に関する注意事項】 

１．担当教員より特別の指示のない限り、更衣はポール・ラッシュ・アスレチックセンター（池袋キャンパス）/ 体育館（新座キャン

パス）の更衣室で行うこと。 

なお、第 1 回目の授業より実習が始まるので、運動ができる服装・靴を準備し、授業に出席すること。屋内施設で行う授業は専用

シューズを用意すること。 

2．天候等により通常の実施場所とは異なる場合があるため、屋内・屋外科目に関わらず、授業前にポール・ラッシュ・アスレチッ

クセンター入口（池袋キャンパス）/ 体育館入口（新座キャンパス）の掲示板で実施場所を確認すること。 

3．4 月に行われる定期健康診断を必ず受診しておくこと。 
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■FI556 

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） 

スポーツ&チームビルディング 

 

【変更前】バドミントン 

担当者名 

（Instructor） 
柳田 信也（YANAGITA SHINYA） 

学期 

（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 

(変更前)定員 40 名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

スポーツ実践や分析を通して，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，そのために必要なスポーツの普

遍的な魅力を理解し，それを基にゲームを仲間と楽しむためのリーダシップ/フォロワーシップ能力を高める。 

【変更前】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，そのために必要なバドミントン

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科学的手法を身に付ける。  

 

This course aims to improve students’ mental and physical health and foster communication skills through sports practice and 

analysis. To this end, students will be able to understand the universal appeal of sports, and based on this, develop the ability of 

leadership/followership to enjoy the game with their peers. 

【Before change】This course aims to improve students’ mental and physical health and foster communication skills through 

sports practice. To this end, students will be able to understand the basic game structure and appeal of badminton, and based 

on this, develop the scientific ability to enjoy the game with their peers.  

 

授業の内容（Course Contents） 

自宅などの制限された環境において、実践することができる身体活動を通して仲間との交流を楽しむ遊びを展開する。また、達成

感を味わうことができるようなチャレンジ種目を実践し、喜びや悔しさなどスポーツに伴う感情的な変化を享受する。その実践を系

統的にまとめ，生涯スポーツとしてのスポーツの役割やチームビルディングについて考察する。 

【変更前】バドミントン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，個人戦と団体戦など，さまざまなゲームを

体験し，レクリエーションとしてのバドミントンと競技としてのバドミントンを実践する。その実践を系統的にまとめ，生涯スポーツと

してのスポーツの役割を考察する。 

 

Students will learn the beneficial effects of sports and its related activity with colleague in a home. Additionally, they will 

experience various games with satisfaction, and enjoy the emotional changes associated with sports, such as joy and 

frustration. Students will discuss the role of lifestyle sports and team building in their life through making a portfolio for this 

course. 

【Before change】Students will learn the basic techniques and fundamental game structure of badminton through practice. 

Additionally, they will experience various games, such as an individual match and team competitions, and practice badminton as 

the recreation and championship levels. Students will discuss the role of lifestyle sports in their life through making a portfolio 

for this course.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス：大学でスポーツを学ぶ意義 

【変更前】ガイダンス：バドミントンの魅力と迫力 

2. スポーツを“する”“みる”“支える”という考え方 

【変更前】バドミントンの基礎技術①：ラケットのハンドリングとグリップ，ストローク 

3. スポーツを“する”“みる”“支える”方法とスポーツ分析 

【変更前】バドミントンの基礎技術②：サービス 

4. ディスカッション①：私の考えるスポーツライフ（課題を基に） 

【変更前】バドミントンの基礎技術③：ラリーへの入り口～ラリーを継続するために必要なこと～ 

5. チャレンジ系実践：マグカップチャレンジ 

【変更前】バドミントンの基礎技術④：さまざまなショット～動画解析を通して動きを分析する～ 

6. トレーニング系実践：アウフバウトレーニング 

【変更前】レベルアップのためのトレーニング方法を考える：バドミントンに必要なステップ 

7. リラクセーション系実践：さまざまなストレッチ 

【変更前】ダブルス実践①：ダブルスのゲーム構造の理解 

8. ディスカッション②：生涯スポーツの重要性 
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【変更前】ダブルス実践②：ゲームに必要なコンビネーション 

9. チームビルディング系実践①：ナンバーゲーム基礎 

【変更前】ダブルス実践③：個人戦チャンピオンシップとその運営 

10. チームビルディング系実践②：ナンバーゲームの運営 

【変更前】団体戦実践①：ルールの設定とチームゲームの理念 

11. チームビルディング系実践③：ナンバーゲームトーナメント大会 

【変更前】団体戦実践②：団体戦チャンピオンシップの運営 

12. チームビルディング系実践④：ペットボトルスロー大会 

【変更前】団体戦実践③：団体戦チャンピオンシップの運営 

13. ディスカッション③：私たちの生活とスポーツ 

【変更前】団体戦実践④：スポーツ大会運営に必要な要素 

14. 総括：チームビルディングに必要なものとは？ 

【変更前】総括：バドミントン学習ポートフォリオの完成 

 

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。 

学習内容のポートフォリオ化をする復習の時間が必要となる。 

タオルやペットボトルなどの用意を求めることがある。 

 

【変更前】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。 

学習内容のポートフォリオ化をする復習の時間が必要となる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(20%)/授業内レポート（4%×10 回）(40%)/授業実践・ゲーム運営など(40%) 

【成績評価方法・基準変更前】平常点(In-class Points)100% (最終レポート(Final Report)20%授業内レポート（4%×10 回）,40%バドミ

ントンの基礎技術・ゲーム運営など,40%)<BR>２／３以上の出席をしていない場合は成績評価の対象とならない 

 

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） 

【スポーツ実習科目に関する注意事項】 

1．スポーツ実習科目の受講には，「健康診断（Web問診）の受診が必須」となります． 

 授業初回に健康診断（Web問診）の受診の有無を確認します． 

 受診をしていない場合は成績評価の対象としない場合があるので，気をつけて下さい． 

https://spirit.rikkyo.ac.jp/health/checkup/SitePages/teiki.aspx  

 

2．第 1 回目の授業より実習が始まるので，「運動ができる服装・靴などを準備」し，授業に出席して下さい． 

 

3．スポーツ科目では授業内の安全管理上，授業中は「原則ビデオオン（顔出し）」にて参加して下さい． 

 

4．「授業当日の体調管理」や実技を行う際の「周囲の安全」には十分注意して行って下さい． 

 

【編集前】【スポーツ実習科目に関する注意事項】 

１．担当教員より特別の指示のない限り、更衣はポール・ラッシュ・アスレチックセンター（池袋キャンパス）/ 体育館（新座キャン

パス）の更衣室で行うこと。 

なお、第 1 回目の授業より実習が始まるので、運動ができる服装・靴を準備し、授業に出席すること。屋内施設で行う授業は専用

シューズを用意すること。 

2．天候等により通常の実施場所とは異なる場合があるため、屋内・屋外科目に関わらず、授業前にポール・ラッシュ・アスレチッ

クセンター入口（池袋キャンパス）/ 体育館入口（新座キャンパス）の掲示板で実施場所を確認すること。 

3．4 月に行われる定期健康診断を必ず受診しておくこと。 
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■FI558 

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） 

Judo and Judo-Fitness Online 

オンラインで学ぶ柔道＆柔道フィットネス 

【変更前】はじめての柔道（英語） 

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） 
CMP1221 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 

定員 24 名 

(変更前)定員 30 名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

Students will learn about the etiquette, basic movements and various techniques of Judo as well as perform light exercise and 

training forms related to Judo with the goal of improving physical fitness and promoting health. Further, students will deepen the 

understanding of Japanese Budo and its characteristic ideas and philosophy from different viewpoints. 

【Before change】Students will learn basic movements and various techniques of Judo with the goal of improving physical fitness 

and promoting health. Further, students will deepen the understanding of Japanese Budo and its characteristic ideas and 

philosophy. 

 

授業の内容（Course Contents） 

Designed as an online course, this course will introduce the etiquette, basic movements and techniques of Judo mainly on a 

theoretical basis, but then also include light exercise and training forms related to Judo to improve overall physical fitness and 

promote health. Further, the students will learn about the history of Judo and how Jigoro Kano, the founder of Judo, developed 

Judo as a physical, mental and moral pedagogy in Japan. In addition, a comparison with foreign practitioners will introduce how 

Judo evolved into a combat and Olympic sport nowadays, and students will discuss differences and similarities between 

Japanese and foreign Judo.  

Instruction for this course will be conducted in English. (The "Course Schedule" shows the main topics/contents for this 

course, but not necessarily the order dealt with in class.) 

【変更前】This course will focus on practicing basic movements and a great variety of techniques and forms in Judo to improve 

overall physical fitness and promote health. Further, the students will learn about the history of Judo and how Jigoro Kano, the 

founder of Judo, developed Judo as a physical, mental and moral pedagogy in Japan. In addition, a comparison with foreign 

practitioners will introduce how Judo evolved into a combat and Olympic sport nowadays, and students will discuss differences 

and similarities between Japanese and foreign Judo. Instruction for this course will be conducted in English. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Guidance & Introduction about Judo 

2. History of Judo: “The Gentle Way” by Jigoro Kano 

3. "Mind over Muscle": Judo and intellectual training/moral education 

【変更前】Japanese vs Foreign Judo: Budo vs Sport?! 

4. "The Pyjama Game": Judo and the Japanese mind as seen from a foreign perspective 

【変更前】Basic movements, etiquette & Ukemi (falling techniques) 

5. Japanese vs foreign Judo: Budo vs Sport?! 

【変更前】Ne-waza (groundwork techniques): (1) holding techniques 

6. Olympic Judo & how to enjoy watching Judo competition 

【変更前】Ne-waza (groundwork techniques): (2) strangulation techniques 

7. Judogi (Judo wear), belt colors (Judo ranks), etiquette & rules 

【変更前】Ne-waza (groundwork techniques): (3) joint techniques 

8. Basic movements & falling techniques (ukemi) 

【変更前】Basic movements in Ne-waza 

9. Standing techniques (tachi-waza) & groundwork techniques (ne-waza) 

【変更前】Tachi-waza (standing techniques) (1): foot & leg techniques 

10. Prearranged practice forms (uchi-komi) & free practice forms (randori) 

【変更前】Tachi-waza (standing techniques) (2): hand techniques 

11. Judo-Fitness: Judo-related exercises and training forms 

【変更前】Tachi-waza (standing techniques) (3): hip techniques 

12. Group work 

【変更前】Prearranged practice forms (Uchi-komi) 

13. Group presentation 
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【変更前】Free practice forms (Randori) 

14. Summary 

 

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

To be announced in class, if needed. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Class participation and effort(40%)/Group work/presentation(30%)/Final Report(30%) 

【成績評価方法・基準変更前】平常点(In-class Points)100% (Class participation and effort70%Final Report,30%) 

Students not attending more than 2/3 of classes will not be eligible for grade assessment. 

【変更前】２／３以上の出席をしていない場合は成績評価の対象とならない 

 

テキスト（Textbooks） 

Materials provided online via Google Drive (URL for access and further explanation at "Guidance") 

【変更前】Materials and handouts provided in class. 

 

参考文献（Readings） 

Given or referred to in class. 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

Experience in Judo and Judogi (Judo wear) not required. 

Online course using the video conferencing service "Zoom" (URL announced via Blackboard and Spirit Mail before "Guidance"), 

including on-demand materials provided via Google Drive. 

Attendance in "Guidance" required for further information on the course. 

 

【変更前】Judo course for beginners (experience in Judo not required). Judogis (wear) provided for class. 

Students must complete a medical examination. Attendance in “Guidance” required for medical examination check and selection 

of Judogi size. Hand in a passport photo (size: 3cm x 4cm) at "Guidance". 

 

注意事項（Notice） 

【スポーツ実習科目に関する注意事項】 

1．スポーツ実習科目の受講には，「健康診断（Web問診）の受診が必須」となります． 

 授業初回に健康診断（Web問診）の受診の有無を確認します． 

 受診をしていない場合は成績評価の対象としない場合があるので，気をつけて下さい． 

https://spirit.rikkyo.ac.jp/health/checkup/SitePages/teiki.aspx  

 

2．第 1 回目の授業より実習が始まるので，「運動ができる服装・靴などを準備」し，授業に出席して下さい． 

 

3．スポーツ科目では授業内の安全管理上，授業中は「原則ビデオオン（顔出し）」にて参加して下さい． 

 

4．「授業当日の体調管理」や実技を行う際の「周囲の安全」には十分注意して行って下さい． 

 

【編集前】【スポーツ実習科目に関する注意事項】 

１．担当教員より特別の指示のない限り、更衣はポール・ラッシュ・アスレチックセンター（池袋キャンパス）/ 体育館（新座キャン

パス）の更衣室で行うこと。 

なお、第 1 回目の授業より実習が始まるので、運動ができる服装・靴を準備し、授業に出席すること。屋内施設で行う授業は専用

シューズを用意すること。 

2．天候等により通常の実施場所とは異なる場合があるため、屋内・屋外科目に関わらず、授業前にポール・ラッシュ・アスレチッ

クセンター入口（池袋キャンパス）/ 体育館入口（新座キャンパス）の掲示板で実施場所を確認すること。 

3．4 月に行われる定期健康診断を必ず受診しておくこと。 
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■FI607 

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） 

水泳＆フィットネス 

 

【変更前】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 24 名 

(変更前)定員 20 名 

【5 月 22 日付変更】(変更事由：時間割変更のため) 

時限変更：秋学期(Fall Semester)水曜日(Wed)２時限(Period 2)⇒秋学期(Fall Semester)

水曜日(Wed)３時限(Period 3) 

 

授業の目標（Course Objectives） 

水の特性を知り、水泳・水中運動に関わる運動を通じて、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及び実践する能力の獲

得を目標とします。 

【変更前】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及び実践する能力の獲得を

目標とします。 

 

Learn about the characteristics of water and deepen your understanding of exercise in aquatic environments through swimming 

and underwater exercises. The objective of this course is for students to acquire communication skills and the ability to think 

about things from a broad perspective as well as promoting health, improving physical strength, and attending lectures to 

discover and practice new challenges with water. 

 

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 泳法を基本とした様々な陸上トレーニングを実施しま

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。 

【変更前】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、水中レクリエーションや近代 4 泳法を基本に様々な

水泳（水球など）を実施します。泳技能により実施内容は構成し、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。 

 

In the lecture, the characteristics of water, safety management, the characteristics and effects of underwater exercise and 

points of the 4 modern swimming styles are explained. For practical skills, students practice underwater movements, underwater 

recreation and various types of swimming based on the 4 modern swimming styles, while touching on the physiological 

responses of being underwater and fluid dynamics. The practice contents are organized by swimming skills, and students’ 

individual learning and implementation is subject to evaluation. All the classes spend the first 1/3 on lectures and the remaining 

2/3 on practice. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 講義：ガイダンス、水中環境と安全管理 

 

【変更前】講義：ガイダンス、水中環境と安全管理、水泳の基礎動作について 

その他：水泳用健康診断 

2. 講義：水中運動と健康／水の特性と水泳の基本姿勢 

実技：水泳に関わる静的ストレッチと基本姿勢 

【変更前】講義：水中運動と健康／水の特性 

実技：水中運動の基本と水泳の基本姿勢・呼吸方法 

3. 講義：水泳・水中運動の構造 

実技：水泳に関わる動的ストレッチと体幹トレーニング 

【変更前】講義：近代 4 泳法①（クロールの構造と分習法） 

実技：クロールと折り返し動作の実践 

4. 講義：クロールの構造 
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実技：クロールを想定した陸上トレーニング 

【変更前】講義：近代 4 泳法②（背泳ぎの構造と分習法） 

実技：背泳ぎの実践と折り返し動作の実践 

5. 講義：背泳ぎの構造 

実技：背泳ぎを想定した陸上トレーニング 

【変更前】講義：近代 4 泳法③（平泳ぎの構造と分習法） 

実技：平泳ぎの実践 

6. 講義：平泳ぎの構造 

実技：平泳ぎを想定した陸上トレーニング 

【変更前】講義：泳動作の評価方法と泳活動量の評価① 

実技：水中運動・水泳の自己課題の設定・解決へ向けた取り組み 

7. 講義：バタフライの構造 

実技：バタフライを想定した陸上トレーニング 

【変更前】講義：泳動作の評価方法と泳活動量の評価② 

実技：水中運動・水泳の自己課題の設定・解決へ向けた取り組み 

8. 講義：スタート及びターンの構造 

実技：台上及び壁面技術に関わる陸上トレーニング 

【変更前】講義：泳動作の評価方法と泳活動量の評価③ 

実技：水中運動・水泳の自己課題の設定・解決へ向けた取り組み 

9. 講義：様々な水泳 

実技：近代 4 泳法以外の水中動作の実践 

【変更前】講義及び実技：様々な水泳① 

近代 4 泳法以外の運動を取り上げ基礎学習と実践を行う（水球の基礎動作） 

10. 講義：水中運動と陸上運動の比較の実際① 

実技：ウォーキングを用いた水中運動の活動量推定 

【変更前】講義及び実技：様々な水泳② 

近代 4 泳法以外の運動を取り上げ基礎学習と実践を行う（水球のミニゲーム） 

11. 講義：水中運動と陸上運動の比較の実際② 

実技：ウォーキングを用いた水中運動の活動量推定 

【変更前】講義及び実技：様々な水泳③ 

近代 4 泳法以外の運動を取り上げ基礎学習と実践を行う（水球ゲーム） 

12. 講義：水泳・水中運動に関わる陸上トレーニングプログラムの実際① 

実技：トレーニングプログラムの作成と実践① 

【変更前】講義及び実技：様々な水泳④ 

近代 4 泳法以外の運動を取り上げ基礎学習と実践を行う（水球ゲーム） 

13. 講義：水泳・水中運動に関わる陸上トレーニングプログラムの実際② 

実技：トレーニングプログラムの作成と実践② 

【変更前】講義：水中運動又は泳法習得・改善プログラムの実際① 

実技：水中運動プログラムの作成と実践及び修正 

14. まとめ及び授業内レポートの作成 

【変更前】講義：水中運動又は泳法習得・改善プログラムの実際② 

実技：水中運動プログラムの作成と実践のまとめ 

 

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。 

水中での実技においては、水着・スイムキャップ・ゴーグル・タオル等を準備することになりますが本授業では不要です。本年度授

業においては 180cm×180cm程度の実技可能なスペースと陸上運動のできる服装を準備すること。 

初回の授業においては講義のみとなるため、上記のスペース及び服装については不要です。 

 

 

【変更前】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。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

参加意欲及びリアクションペーパー（5%×14 回）(70%)/最終レポート(Final Report)(30%) 

【成績評価方法・基準変更前】平常点(In-class Points)100% (授業への参加意欲・取り組み状況 70%授業内レポート,30%)<BR>２／

３以上の出席をしていない場合は成績評価の対象とならない 

 

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)） 

【変更前】初回の授業は水着等の実技時準備物は不要です。 

【重要】 

●水泳用健康診断を受診するため初回は必ず出席するようお願いします。 

●水泳用健康診断の結果により、履修取消となる場合があります。 

●当該年度の定期健康診断（授業内健康診断とは別です。）を必ず受診してください。 

上記については、初回授業にてに定期健康診断の受診の有無を確認します。 

 

注意事項（Notice） 

【スポーツ実習科目に関する注意事項】 

1．スポーツ実習科目の受講には，「健康診断（Web問診）の受診が必須」となります． 

 授業初回に健康診断（Web問診）の受診の有無を確認します． 

 受診をしていない場合は成績評価の対象としない場合があるので，気をつけて下さい． 

https://spirit.rikkyo.ac.jp/health/checkup/SitePages/teiki.aspx  

 

2．第 1 回目の授業より実習が始まるので，「運動ができる服装・靴などを準備」し，授業に出席して下さい． 

 

3．スポーツ科目では授業内の安全管理上，授業中は「原則ビデオオン（顔出し）」にて参加して下さい． 

 

4．「授業当日の体調管理」や実技を行う際の「周囲の安全」には十分注意して行って下さい． 

 

【編集前】【スポーツ実習科目に関する注意事項】 

１．担当教員より特別の指示のない限り、更衣はポール・ラッシュ・アスレチックセンター（池袋キャンパス）/ 体育館（新座キャン

パス）の更衣室で行うこと。 

なお、第 1 回目の授業より実習が始まるので、運動ができる服装・靴を準備し、授業に出席すること。屋内施設で行う授業は専用

シューズを用意すること。 

2．天候等により通常の実施場所とは異なる場合があるため、屋内・屋外科目に関わらず、授業前にポール・ラッシュ・アスレチッ

クセンター入口（池袋キャンパス）/ 体育館入口（新座キャンパス）の掲示板で実施場所を確認すること。 

3．4 月に行われる定期健康診断を必ず受診しておくこと。 

 

本科目は、担当教員の実務経験、または実務に従事するゲスト・スピーカーの招聘講義等を活かした授業である。 
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■FI609 

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） 
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 24 名 

(変更前)定員 40 名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

体調を総合的に整えることに焦点を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。 

 

This exercise program is focused on overall physical condition to bring the body into good shape, and aims to create a body that 

can move more functionally. You will also learn how to maintain the body through practice. 

 

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。 

 

Learn preparation exercises with awareness of deviations in posture and the movement of the body as well as stretching and 

resistance training. Personally experience exercises that enhance the coordination skills required for efficient body movements, 

and understand the relationship between exercise and diet for proper weight control. 

 

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理解と実践（平衡性・協調性） 

10. コーディネーショントレーニングの理解と実践（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内容を確認し実践すること 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席と授業参加度(60%)/授業でのレポート(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ならない 

 

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)） 

運動着と顔写真（証明用サイズ）の用意。遅刻をしないよう参加のこと。健康診断の受診必須。 
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注意事項（Notice） 

【スポーツ実習科目に関する注意事項】 

1．スポーツ実習科目の受講には，「健康診断（Web問診）の受診が必須」となります． 

 授業初回に健康診断（Web問診）の受診の有無を確認します． 

 受診をしていない場合は成績評価の対象としない場合があるので，気をつけて下さい． 

https://spirit.rikkyo.ac.jp/health/checkup/SitePages/teiki.aspx  

 

2．第 1 回目の授業より実習が始まるので，「運動ができる服装・靴などを準備」し，授業に出席して下さい． 

 

3．スポーツ科目では授業内の安全管理上，授業中は「原則ビデオオン（顔出し）」にて参加して下さい． 

 

4．「授業当日の体調管理」や実技を行う際の「周囲の安全」には十分注意して行って下さい． 

 

【編集前】【スポーツ実習科目に関する注意事項】 

１．担当教員より特別の指示のない限り、更衣はポール・ラッシュ・アスレチックセンター（池袋キャンパス）/ 体育館（新座キャン

パス）の更衣室で行うこと。 

なお、第 1 回目の授業より実習が始まるので、運動ができる服装・靴を準備し、授業に出席すること。屋内施設で行う授業は専用

シューズを用意すること。 

2．天候等により通常の実施場所とは異なる場合があるため、屋内・屋外科目に関わらず、授業前にポール・ラッシュ・アスレチッ

クセンター入口（池袋キャンパス）/ 体育館入口（新座キャンパス）の掲示板で実施場所を確認すること。 

3．4 月に行われる定期健康診断を必ず受診しておくこと。 
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■FI611 

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 24 名 

(変更前)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。 

 

Figure out how you would like to improve your physical fitness, then experience and consider what type of exercise program 

should be implemented to achieve this goal. 

 

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。 

 

As a method of becoming aware of bodily imbalances and habits, working on areas you want to improve and embodying ideals, 

strengthening, stretching and relaxing, this class introduces a Pilates mat exercise and yoga aerobic exercise program with an 

emphasis on breathing techniques, aimed at improving stamina and releasing stress. 

 

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ならない 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

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

【スポーツ実習科目に関する注意事項】 

1．スポーツ実習科目の受講には，「健康診断（Web問診）の受診が必須」となります． 

 授業初回に健康診断（Web問診）の受診の有無を確認します． 

 受診をしていない場合は成績評価の対象としない場合があるので，気をつけて下さい． 

https://spirit.rikkyo.ac.jp/health/checkup/SitePages/teiki.aspx  

 

2．第 1 回目の授業より実習が始まるので，「運動ができる服装・靴などを準備」し，授業に出席して下さい． 

 

3．スポーツ科目では授業内の安全管理上，授業中は「原則ビデオオン（顔出し）」にて参加して下さい． 

 

4．「授業当日の体調管理」や実技を行う際の「周囲の安全」には十分注意して行って下さい． 

 

【編集前】【スポーツ実習科目に関する注意事項】 

１．担当教員より特別の指示のない限り、更衣はポール・ラッシュ・アスレチックセンター（池袋キャンパス）/ 体育館（新座キャン

パス）の更衣室で行うこと。 

なお、第 1 回目の授業より実習が始まるので、運動ができる服装・靴を準備し、授業に出席すること。屋内施設で行う授業は専用

シューズを用意すること。 

2．天候等により通常の実施場所とは異なる場合があるため、屋内・屋外科目に関わらず、授業前にポール・ラッシュ・アスレチッ

クセンター入口（池袋キャンパス）/ 体育館入口（新座キャンパス）の掲示板で実施場所を確認すること。 

3．4 月に行われる定期健康診断を必ず受診しておくこと。 

 

本科目は、担当教員の実務経験、または実務に従事するゲスト・スピーカーの招聘講義等を活かした授業である。 
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■FI657 

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） 

オンラインで学ぶバスケットボール 

 

【変更前】バスケットボール 

担当者名 

（Instructor） 
北村 麻衣（KITAMURA MAI） 

学期 

（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 

(変更前)定員 30 名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

スポーツを通して健康・体力の維持増進を図り、自身の身体への気づきや興味を持ちながら運動を楽しめるようになる。 

バスケットボールの基礎的な技術・戦術やルール・審判方法を学び、ゲーム運営ができるようになる。 

【変更前】スポーツを通して健康・体力の維持増進を図り,自身の身体への気づきや興味を持ちながら運動を楽しめるようになる。 

バスケットボールの基礎的な技術・戦術やルール・審判方法を学び,ゲーム運営ができるようになる。 

 

The course aims to improve students' health and physical fitness through sports, allowing them to enjoy exercises while 

maintaining awareness and interest in their bodies.  

Students will learn the fundamental techniques, tactics, rules, and refereeing methods of basketball and become able to manage 

the game. 

 

授業の内容（Course Contents） 

オンラインで取り組むことができるバスケットボールのスキル練習に加え、バスケットボールの技術・戦術やルール・審判方法の

講義を通して総合的にバスケットボールを学ぶ。 

オンラインならではのコンテンツとして、グループディスカッションなども積極的に実施する。 

【変更前】毎回新しい技術を習得し、習得した技術を試すミニゲームを多く行う。 

授業が進むにつれて、審判方法やテーブルオフィシャルの方法を学び、ゲーム運営ができるようにする。 

チーム毎に戦術を練り、練習をした上でリーグ戦を実施する。 

 

英訳を希望 

【Before change】Students learn new skills in each course and play lots of minigames to test the skills they learn. As the course 

advances, students learn about the duties of referees and table officials so that they will be able to manage games. Each team 

polishes its tactics and plays a league game after practicing. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション、自己紹介ゲーム、ボールの準備 

【変更前】オリエンテーション,自己紹介ゲーム,ボールに慣れる,ゴール下シュート 

2. ボールハンドリング、シュートフォームの確認、オンラインミニゲーム 

【変更前】ボールハンドリング,ジャンプシュート,レイアップシュート,様々な種類のパス,ミニゲーム 

3. ボールハンドリング、ドリブルドリルの提示、シュートフォームチェック（before）、オンラインミニゲーム 

【変更前】ボールハンドリング,リバウンド,ターンシュート,ミニゲーム 

4. 【講義】バスケットボールの歴史 

【変更前】[講義]バスケットボールの歴史 

5. 個人技術練習、グループ戦術の紹介①パス＆カット、戦術を使ったセットプレイの考案 

【変更前】個人技術練習,グループ戦術①パス＆カット,ミニゲーム 

6. 個人技術練習、グループ戦術の紹介②サポート行動・合わせ、戦術を使ったセットプレイの考案 

【変更前】個人技術練習,グループ戦術②サポート行動・合わせ,ミニゲーム 

7. 個人技術練習、グループ戦術の紹介③スクリーン戦術を使ったセットプレイの考案 

【変更前】個人技術練習,グループ戦術③スクリーン,ミニゲーム 

8. 【講義】バスケットボールの細かいルール、ゲームにおける審判およびテーブルオフィシャルの方法 

【変更前】[講義]バスケットボールの細かいルール 

ゲームにおける審判およびテーブルオフィシャルの方法 

9. ディフェンスステップを使ったトレーニング、ディフェンス戦術の紹介 

【変更前】アウトナンバープレイ(2on1,3on2),審判方法の理解,ゲーム 

10. 【講義】B リーグ、W リーグ、NBAの戦術を学ぶ 

【変更前】チーム分け,リーグ戦に向けたチーム練習 
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11. 個人技術練習、バスケットボールを使った全身のトレーニング 

【変更前】リーグ戦①個人戦術を試す 

12. チーム分け、チーム練習 

【変更前】リーグ戦②集団戦術を試す 

13. シュートフォームチェック（after）、チーム練習 

【変更前】リーグ戦③まとめ 

14. チーム成果発表、まとめ 

【変更前】スキルテスト,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。 

 

【変更前】必要に応じて，授業中に指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

技術・戦術の習得度(20%)/グループワーク(20%)/授業参加態度(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ならない 

 

テキスト（Textbooks） 

適宜オンライン上で資料を配布する 

【変更前】適宜プリント配布 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

・自宅にバスケットボールを持っていることが望ましい。 

※持っていない場合には簡易のボールを作成するが、ドリブル練習ができないため。 

 サッカーボールなど、他競技のボールの用意でも可 

・経験者、未経験者は問わない。 

 

【変更前】バスケットシューズまたは室内用のシューズを持参すること。 

経験者・未経験者は問わない。 

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。 

 

注意事項（Notice） 

【スポーツ実習科目に関する注意事項】 

1．スポーツ実習科目の受講には，「健康診断（Web問診）の受診が必須」となります． 

 授業初回に健康診断（Web問診）の受診の有無を確認します． 

 受診をしていない場合は成績評価の対象としない場合があるので，気をつけて下さい． 

https://spirit.rikkyo.ac.jp/health/checkup/SitePages/teiki.aspx  

 

2．第 1 回目の授業より実習が始まるので，「運動ができる服装・靴などを準備」し，授業に出席して下さい． 

 

3．スポーツ科目では授業内の安全管理上，授業中は「原則ビデオオン（顔出し）」にて参加して下さい． 

 

4．「授業当日の体調管理」や実技を行う際の「周囲の安全」には十分注意して行って下さい． 

 

【編集前】【スポーツ実習科目に関する注意事項】 

１．担当教員より特別の指示のない限り、更衣はポール・ラッシュ・アスレチックセンター（池袋キャンパス）/ 体育館（新座キャン

パス）の更衣室で行うこと。 

なお、第 1 回目の授業より実習が始まるので、運動ができる服装・靴を準備し、授業に出席すること。屋内施設で行う授業は専用

シューズを用意すること。 

2．天候等により通常の実施場所とは異なる場合があるため、屋内・屋外科目に関わらず、授業前にポール・ラッシュ・アスレチッ

クセンター入口（池袋キャンパス）/ 体育館入口（新座キャンパス）の掲示板で実施場所を確認すること。 

3．4 月に行われる定期健康診断を必ず受診しておくこと。 
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■FI658 

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） 
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 24 名 

(変更前)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。 

 

The objective of this course is for students to learn the fundamental skills, rules and etiquette to enjoy golf as a lifelong sport. 

 

授業の内容（Course Contents） 

この授業では、ゴルフスイングの基本をはじめとして、ゴルフに関する様々な知識を学ぶ。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。 

【変更前】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。 

 

In this class, students will learn various knowledge about golf, including the basics of golf swing. In addition, first- rate etiquette 

applicable to prestigious golf courses and swing theory that the tournament pros use is explained. Note that the lesson plan 

may change slightly. 

【Before change】In this class, students will hit practice balls on the sports ground and learn the basics of a swing. They also 

create a temporary course on the sports ground and learn how to play a practice round. In addition, first- rate etiquette 

applicable to prestigious golf courses and swing theory that the tournament pros use is explained. Note that the lesson plan 

may change slightly. 

 

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. ゴルフの知識と基本技術① ゴルフ用具、プロゴルファーのスイング、グリップの握り方と種類 

【変更前】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. ゴルフの知識と基本技術② ゴルフの歴史、スイングの局面、アドレス（構え）の方法、プリショットルーティン 

【変更前】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. ゴルフの知識と基本技術③ ゴルフコースの施設、スイング軸、スイング軌道、クォータースイングとハーフウェイバック 

【変更前】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. ゴルフの知識と基本技術④ ゴルフのマナー、ハーフスイング 

【変更前】ドライバーショット、アイアンショットの打ち方 

6. ゴルフの知識と基本技術⑤ ゴルフのルール、マーカーの指定、スコアカード作成・提出法、フルスイング（テイクバック、ス

イングトップ、切り返し、ハーフウェイダウン、インパクト、フォロースルー、フィニッシュ） 

【変更前】アプローチ、パターの打ち方と距離感 

7. 練習場の使用方法、ゴルフパフォーマンスと体力トレーニング、ゴルフ体操 

【変更前】ゴルフの歴史、ルール・マナー、用具の知識 

8. クラブ別のショット ドライバー、フェアウェイウッド、アイアン 

【変更前】模擬ラウンド①ラウンドプレーの概要 

9. アプローチ・バンカーショット アプローチの構え方、アプローチの種類、バンカーの打ち方 

【変更前】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. パターのグリップとアドレス、パターのストローク法、距離感、傾斜地のパター 

【変更前】模擬ラウンド③ファストプレー 

11. 生涯スポーツとゴルフ、ゴルフと健康、フォームチェック① 

【変更前】名門ゴルフ場と一流のマナー 

12. 名門ゴルフ場と一流のマナー、フォームチェック② 

【変更前】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. ゴルフのメリットとデメリット、特殊なショット（フック、スライス、高いボール、低いボール） 
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【変更前】模擬ラウンド⑤ワンランク上のプレーの方法 

14. まとめ 

【変更前】生涯スポーツとゴルフ、ゴルフと健康、練習場の使用方法、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。 

 

【変更前】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） 

授業への参加状況及びリアクションペーパー(70%)/最終レポート(Final Report)(30%) 

【成績評価方法・基準変更前】平常点(In-class Points)100% (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%)<BR>２／３以上の出席をしていない場合は成績評価の対象とならない 

 

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） 

【スポーツ実習科目に関する注意事項】 

1．スポーツ実習科目の受講には，「健康診断（Web問診）の受診が必須」となります． 

 授業初回に健康診断（Web問診）の受診の有無を確認します． 

 受診をしていない場合は成績評価の対象としない場合があるので，気をつけて下さい． 

https://spirit.rikkyo.ac.jp/health/checkup/SitePages/teiki.aspx  

 

2．第 1 回目の授業より実習が始まるので，「運動ができる服装・靴などを準備」し，授業に出席して下さい． 

 

3．スポーツ科目では授業内の安全管理上，授業中は「原則ビデオオン（顔出し）」にて参加して下さい． 

 

4．「授業当日の体調管理」や実技を行う際の「周囲の安全」には十分注意して行って下さい． 

 

【編集前】【スポーツ実習科目に関する注意事項】 

１．担当教員より特別の指示のない限り、更衣はポール・ラッシュ・アスレチックセンター（池袋キャンパス）/ 体育館（新座キャン

パス）の更衣室で行うこと。 

なお、第 1 回目の授業より実習が始まるので、運動ができる服装・靴を準備し、授業に出席すること。屋内施設で行う授業は専用

シューズを用意すること。 

2．天候等により通常の実施場所とは異なる場合があるため、屋内・屋外科目に関わらず、授業前にポール・ラッシュ・アスレチッ

クセンター入口（池袋キャンパス）/ 体育館入口（新座キャンパス）の掲示板で実施場所を確認すること。 

3．4 月に行われる定期健康診断を必ず受診しておくこと。 

 

本科目は、担当教員の実務経験、または実務に従事するゲスト・スピーカーの招聘講義等を活かした授業である。 
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■FI659 

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） 
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 24 名 

(変更前)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。 

 

The objective of this course is for students to learn the fundamental skills, rules and etiquette to enjoy golf as a lifelong sport. 

 

授業の内容（Course Contents） 

この授業では、ゴルフスイングの基本をはじめとして、ゴルフに関する様々な知識を学ぶ。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。 

【変更前】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。 

 

In this class, students will learn various knowledge about golf, including the basics of golf swing. In addition, first- rate etiquette 

applicable to prestigious golf courses and swing theory that the tournament pros use is explained. Note that the lesson plan 

may change slightly. 

【Before change】In this class, students will hit practice balls on the sports ground and learn the basics of a swing. They also 

create a temporary course on the sports ground and learn how to play a practice round. In addition, first- rate etiquette 

applicable to prestigious golf courses and swing theory that the tournament pros use is explained. Note that the lesson plan 

may change slightly. 

 

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. ゴルフの知識と基本技術① ゴルフ用具、プロゴルファーのスイング、グリップの握り方と種類 

【変更前】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. ゴルフの知識と基本技術② ゴルフの歴史、スイングの局面、アドレス（構え）の方法、プリショットルーティン 

【変更前】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. ゴルフの知識と基本技術③ ゴルフコースの施設、スイング軸、スイング軌道、クォータースイングとハーフウェイバック 

【変更前】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. ゴルフの知識と基本技術④ ゴルフのマナー、ハーフスイング 

【変更前】ドライバーショット、アイアンショットの打ち方 

6. ゴルフの知識と基本技術⑤ ゴルフのルール、マーカーの指定、スコアカード作成・提出法、フルスイング（テイクバック、ス

イングトップ、切り返し、ハーフウェイダウン、インパクト、フォロースルー、フィニッシュ） 

【変更前】アプローチ、パターの打ち方と距離感 

7. 練習場の使用方法、ゴルフパフォーマンスと体力トレーニング、ゴルフ体操 

【変更前】ゴルフの歴史、ルール・マナー、用具の知識 

8. クラブ別のショット ドライバー、フェアウェイウッド、アイアン 

【変更前】模擬ラウンド①ラウンドプレーの概要 

9. アプローチ・バンカーショット アプローチの構え方、アプローチの種類、バンカーの打ち方 

【変更前】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. パターのグリップとアドレス、パターのストローク法、距離感、傾斜地のパター 

【変更前】模擬ラウンド③ファストプレー 

11. 生涯スポーツとゴルフ、ゴルフと健康、フォームチェック① 

【変更前】名門ゴルフ場と一流のマナー 

12. 名門ゴルフ場と一流のマナー、フォームチェック② 

【変更前】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. ゴルフのメリットとデメリット、特殊なショット（フック、スライス、高いボール、低いボール） 
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【変更前】模擬ラウンド⑤ワンランク上のプレーの方法 

14. まとめ 

【変更前】生涯スポーツとゴルフ、ゴルフと健康、練習場の使用方法、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。 

【変更前】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） 

授業への参加状況及びリアクションペーパー(70%)/最終レポート(Final Report)(30%) 

【成績評価方法・基準変更前】平常点(In-class Points)100% (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%)<BR>２／３以上の出席をしていない場合は成績評価の対象とならない 

 

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） 

【スポーツ実習科目に関する注意事項】 

1．スポーツ実習科目の受講には，「健康診断（Web問診）の受診が必須」となります． 

 授業初回に健康診断（Web問診）の受診の有無を確認します． 

 受診をしていない場合は成績評価の対象としない場合があるので，気をつけて下さい． 

https://spirit.rikkyo.ac.jp/health/checkup/SitePages/teiki.aspx  

 

2．第 1 回目の授業より実習が始まるので，「運動ができる服装・靴などを準備」し，授業に出席して下さい． 

 

3．スポーツ科目では授業内の安全管理上，授業中は「原則ビデオオン（顔出し）」にて参加して下さい． 

 

4．「授業当日の体調管理」や実技を行う際の「周囲の安全」には十分注意して行って下さい． 

 

【編集前】【スポーツ実習科目に関する注意事項】 

１．担当教員より特別の指示のない限り、更衣はポール・ラッシュ・アスレチックセンター（池袋キャンパス）/ 体育館（新座キャン

パス）の更衣室で行うこと。 

なお、第 1 回目の授業より実習が始まるので、運動ができる服装・靴を準備し、授業に出席すること。屋内施設で行う授業は専用

シューズを用意すること。 

2．天候等により通常の実施場所とは異なる場合があるため、屋内・屋外科目に関わらず、授業前にポール・ラッシュ・アスレチッ

クセンター入口（池袋キャンパス）/ 体育館入口（新座キャンパス）の掲示板で実施場所を確認すること。 

3．4 月に行われる定期健康診断を必ず受診しておくこと。 

 

本科目は、担当教員の実務経験、または実務に従事するゲスト・スピーカーの招聘講義等を活かした授業である。 
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■FI660 

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） 

オンラインで学ぶサッカー 

【変更前】フットサル 

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 24 名 

(変更前)定員 40 名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

オンライン授業を通じて、サッカーの歴史やルール、競技特性、戦術に関する理解を深めるとともに、ピッチ上でプレーする際に

役立つ基礎的体力や基本技術の向上を図る。 

【変更前】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。 

 

Deepen your understanding of history, rules, sport characteristics, and tactics of soccer under online lesson. Improve your basic 

fitness and techniques to play soccer well on the pitch. 【Before change】Learn the basic techniques of futsal while deepening 

your understanding of individual tactics and team tactics. By playing futsal as a team sport, improve your communication skills. 

 

授業の内容（Course Contents） 

オンラインでの講義やディスカッション、実技、演習を組み合わせながら行う。実技に関しては、屋内や庭、公園などで行える範囲

の内容に留める。 

【変更前】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。 

 

Class involves lecture, discussion, practice, and exercises. Practice will be limited to basic drill that can be performed in such 

situations as indoor, garden, and park. 

【Before change】Practice basically flows from warm-up to theme training to game. Lectures on individual tactics and team 

tactics are mixed in as appropriate. Women and beginners are also welcome to take the course. Because this is a practical skills 

class, grade evaluation places great importance on class participation, and students are requested to proactively move their 

bodies while having fun with their peers. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス（授業の進め方、内容、成績、諸注意等）と自己紹介 

【変更前】導入「フットサルをしよう！」 

2. 講義：サッカーの歴史と変遷 

【変更前】基礎技術１とゲーム 

3. 実技：ウォーミングアップとムービングプレパレーション 

【変更前】基礎技術２とゲーム 

4. 講義：リスペクト 

【変更前】基礎技術３とゲーム 

5. 実技：ボールタッチ① 

【変更前】講義「フットサルのルールと戦術」 

6. 講義：ルール 

【変更前】個人戦術１とゲーム 

7. 実技：目指せファンタジスタ 

【変更前】個人戦術２とゲーム 

8. 講義：サッカーの競技特性 

【変更前】個人戦術３とゲーム 

9. 実技：サッカーのテクニック 

【変更前】チーム戦術１とゲーム 

10. 講義：技術・戦術理論 

【変更前】チーム戦術２とゲーム 

11. 実技：ゴールキーパー 

【変更前】チーム戦術３とゲーム 

12. 講義：チーム戦術 
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【変更前】セットプレー１とゲーム 

13. 実技：ボールタッチ② 

【変更前】セットプレー２とゲーム 

14. 講義：まとめ 

【変更前】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。 

オンラインではあるが実技も行うため，体調を整えて授業に臨むこと。 

 

【変更前】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ならない 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業内で改めて指示するが、各自ボールを 1 個用意すること。サッカーボールやフットサルボールが望ましいが、100 円均一ショ

ップなどで販売しているビニールボールなどでも構いません。 

 

注意事項（Notice） 

【スポーツ実習科目に関する注意事項】 

1．スポーツ実習科目の受講には，「健康診断（Web問診）の受診が必須」となります． 

 授業初回に健康診断（Web問診）の受診の有無を確認します． 

 受診をしていない場合は成績評価の対象としない場合があるので，気をつけて下さい． 

https://spirit.rikkyo.ac.jp/health/checkup/SitePages/teiki.aspx  

 

2．第 1 回目の授業より実習が始まるので，「運動ができる服装・靴などを準備」し，授業に出席して下さい． 

 

3．スポーツ科目では授業内の安全管理上，授業中は「原則ビデオオン（顔出し）」にて参加して下さい． 

 

4．「授業当日の体調管理」や実技を行う際の「周囲の安全」には十分注意して行って下さい． 

 

【編集前】【スポーツ実習科目に関する注意事項】 

１．担当教員より特別の指示のない限り、更衣はポール・ラッシュ・アスレチックセンター（池袋キャンパス）/ 体育館（新座キャン

パス）の更衣室で行うこと。 

なお、第 1 回目の授業より実習が始まるので、運動ができる服装・靴を準備し、授業に出席すること。屋内施設で行う授業は専用

シューズを用意すること。 

2．天候等により通常の実施場所とは異なる場合があるため、屋内・屋外科目に関わらず、授業前にポール・ラッシュ・アスレチッ

クセンター入口（池袋キャンパス）/ 体育館入口（新座キャンパス）の掲示板で実施場所を確認すること。 

3．4 月に行われる定期健康診断を必ず受診しておくこと。 
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■FI661 

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） 
後藤 光将（GOTOU MITSUMASA） 

学期 

（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 

(変更前)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。 

 

After understanding the rules and etiquette of tennis, set a goal to be able to continue a rally of over 20 strokes and play in a 

doubles game. 

 

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。 

 

Tennis is a model sport that can be played by men and women of all ages. In this class, students deepen their communication 

with teammates while learning the fundamental techniques and understanding the rules, history, and competitive characteristics 

of tennis. Learn the grounding knowledge to be able to practice tennis throughout life. 

 

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ならない 

 

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) 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

【スポーツ実習科目に関する注意事項】 

1．スポーツ実習科目の受講には，「健康診断（Web問診）の受診が必須」となります． 

 授業初回に健康診断（Web問診）の受診の有無を確認します． 

 受診をしていない場合は成績評価の対象としない場合があるので，気をつけて下さい． 

https://spirit.rikkyo.ac.jp/health/checkup/SitePages/teiki.aspx  

 

2．第 1 回目の授業より実習が始まるので，「運動ができる服装・靴などを準備」し，授業に出席して下さい． 

 

3．スポーツ科目では授業内の安全管理上，授業中は「原則ビデオオン（顔出し）」にて参加して下さい． 

 

4．「授業当日の体調管理」や実技を行う際の「周囲の安全」には十分注意して行って下さい． 

 

【編集前】【スポーツ実習科目に関する注意事項】 

１．担当教員より特別の指示のない限り、更衣はポール・ラッシュ・アスレチックセンター（池袋キャンパス）/ 体育館（新座キャン

パス）の更衣室で行うこと。 

なお、第 1 回目の授業より実習が始まるので、運動ができる服装・靴を準備し、授業に出席すること。屋内施設で行う授業は専用

シューズを用意すること。 

2．天候等により通常の実施場所とは異なる場合があるため、屋内・屋外科目に関わらず、授業前にポール・ラッシュ・アスレチッ

クセンター入口（池袋キャンパス）/ 体育館入口（新座キャンパス）の掲示板で実施場所を確認すること。 

3．4 月に行われる定期健康診断を必ず受診しておくこと。 
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■FI662 

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） 

オンラインで学ぶサッカー・フットサル 

【変更前】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 24 名 

(変更前)定員 40 名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

本授業ではサッカー・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。サッカー・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。 

【変更前】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。 

 

The objective of this class is for students to understand and be able to implement the basic tactics of soccer and futsal. Study 

instructional methods while experiencing the fun of soccer and futsal. 

【Before change】The objective of this class is for students to understand and be able to implement the basic tactics of soccer. 

Study instructional methods while experiencing the fun of soccer. 

 

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・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。 

【変更前】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。 

 

We would like for students to experience the feeling that their “can-do” can be increased by their “knowledge,” regardless of 

skill level. Through a “can-do” experience, we would like for students to experience the joy of soccer and futsal and wish to tell 

others about their experience in this class.  

【Before change】We would like for students to experience the feeling that their “can-do” can be increased by their 

“knowledge,” regardless of skill level. Through a “can-do” experience, we would like for students to experience the joy of 

soccer and wish to tell others about their experience in this class. Each class starts with a different warm-up, such as a game 

of tag, and two practice events are held according to the theme of each class. Students practice to learn the theme naturally. 

In the second half of the class we always play a game to review the theme. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

授業概要についての説明 

【変更前】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. スポーツのなかみを見るとは 

スポーツのなかみとは何か？ 

 

【変更前】ボール無しの動き（１） 

集団で動くことの難しさ 

3. なかみを見るための戦術知 

「見る」と「観る」の違い 

【変更前】ボール無しの動き（２） 

サポートの方法（タイミング、角度） 

4. ゲームではどんなことが起こっているか 

人・ボール・スペースの関係 

【変更前】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. 指導者の資質（１） 
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指導者・コーチとは 

【変更前】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. 指導者の資質（２） 

理解力・見通し・愛情・性格・ユーモアについて 

【変更前】判断のスピード 

３人目の動きのタイミング 

7. 指導者と選手の関係（１） 

指導者の役割 

【変更前】１対１の対応 

局面と全体の関係 連動 

8. 指導者と選手の関係（２） 

コミュニケーションの種類と方法 

【変更前】チームワーク 

組み立ての基本 

9. プレーの原則（１） 

突破‐ディレイ 攻撃の厚み‐守備の厚み 

【変更前】チャレンジ＆カバー 

局面の連動と全体の連動 

10. プレーの原則（２） 

攻撃の幅‐守備の集結 

【変更前】攻撃の幅 

周りを見る 遠くを見る 

11. ボールなしの動き 

個人・グループ・チーム 

【変更前】攻撃の連動（１） 

幅を使いながら動き出す 

12. 戦術的アプローチとは 

戦術とは協力の仕方→ゲームを楽しむために 

【変更前】攻撃の連動（２） 

切り替えの速さ コンパクトネス 

13. コーチングの現場 

初心者にもトップレベルの戦術を経験させるには 

【変更前】数的優位を生かす 

出し手、受け手の意識 

14. まとめ 

サッカー・フットサルを楽しむために 

【変更前】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。 

 

【変更前】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)(30%)/リアクションペーパー（５点×１４回）(70%) 

【成績評価方法・基準変更前】平常点(In-class Points)100% (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ならない 

 

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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【スポーツ実習科目に関する注意事項】 

1．スポーツ実習科目の受講には，「健康診断（Web問診）の受診が必須」となります． 

 授業初回に健康診断（Web問診）の受診の有無を確認します． 

 受診をしていない場合は成績評価の対象としない場合があるので，気をつけて下さい． 

https://spirit.rikkyo.ac.jp/health/checkup/SitePages/teiki.aspx  

 

2．第 1 回目の授業より実習が始まるので，「運動ができる服装・靴などを準備」し，授業に出席して下さい． 

 

3．スポーツ科目では授業内の安全管理上，授業中は「原則ビデオオン（顔出し）」にて参加して下さい． 

 

4．「授業当日の体調管理」や実技を行う際の「周囲の安全」には十分注意して行って下さい． 

 

【編集前】【スポーツ実習科目に関する注意事項】 

１．担当教員より特別の指示のない限り、更衣はポール・ラッシュ・アスレチックセンター（池袋キャンパス）/ 体育館（新座キャン

パス）の更衣室で行うこと。 

なお、第 1 回目の授業より実習が始まるので、運動ができる服装・靴を準備し、授業に出席すること。屋内施設で行う授業は専用

シューズを用意すること。 

2．天候等により通常の実施場所とは異なる場合があるため、屋内・屋外科目に関わらず、授業前にポール・ラッシュ・アスレチッ

クセンター入口（池袋キャンパス）/ 体育館入口（新座キャンパス）の掲示板で実施場所を確認すること。 

3．4 月に行われる定期健康診断を必ず受診しておくこと。 
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■FI707 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

スポーツスタディｅ 

(Sports Study e) 

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） 

体調管理や健康の維持・増進を基本に，シェイプアップやパフォーマンスの向上を目的としたトレーニング方法の習得，そして適

切な生活習慣を身につける． 

 

Students will deepen the understanding of basic concepts in health management to improve physical condition and promote 

overall well-being. This course will focus on training methods for the improvement of performance and general body conditioning 

with the aim of acquiring a healthy lifestyle. 

 

授業の内容（Course Contents） 

講義においては，トレーニング理論や方法，生活習慣の必要性，身体の仕組みやスポーツ文化などを解説する．実技において

は，ヨガやボディコンディショニング，様々なスポーツ種目で行われているトレーニングを視聴し，実際に実践し，体調管理や健康

の維持・増進のためにはどのような取り組みが必要なのかを学習する．授業の流れは最初に講義または実技映像を視聴し，そ

の後各自課題および実技を行う．年齢や性別，体力，運動技術にあまり関係なく，自宅で楽しむことを重視したトレーニングを実

際に体験し，自分とスポーツ，健康との関係や将来の自身の健康とスポーツのあり方を考究する． 

 

Through theory and practice, this course tries to examine basic concepts of health management, maintenance of physical 

condition and promotion of health as well as the cultural significance and meaning of physical exercise and sport as a lifelong 

activity. Lectures will offer an introduction to training theory and methods, the necessity of a proper lifestyle, the mechanism of 

the human body and sport culture. Using short videos, students will actually experience various forms of exercise, work-outs, 

training or sports that can be easily done at home. In overall, this course is designed to offer students an opportunity to reflect 

on their own health and the relation to exercise and sports in order to achieve well-being and a healthy lifestyle in the future. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 講義 1：新型コロナウィルス（加藤），スポーツの必要性（運動処方）・睡眠（石渡） 

2. 講義 2：ウエルネス論（大石（和）），栄養と食生活（杉浦），身体動作の仕組み（石井） 

3. 講義 3：スポーツ文化論（松尾），スポーツジェンダー論（佐野），海外のスポーツ文化（ライトナー） 

4. 講義 4：運動前の準備（安松），ウォーキング・ランニング（沼澤） ，ネイチャーキャンプへの招待（濁川） 

5. 実技 1：ヨガ・ピラティス（大石（友），杉本） 

6. 実技 2：筋力・体幹トレーニングトレーニング（岡田，マックグラス，高橋，堀江） 

7. 実技 3：ボディコンディショニング（吉田，伊藤（詩），アーント三浦） 

8. 実技 4：東洋フィットネス（劉，新井） 

9. 実技 5：投げる種目のトレーニング（村本，北村，中村，柳田） 

10. 実技 6：蹴る種目のトレーニング（笛木，檜山，川本） 

11. 実技 7：打つ種目のトレーニング（田中，後藤，西島，江原） 

12. 実技 8：全身運動系のトレーニング（小谷，足立，西谷，富澤） 

13. 講義と実技の振り返り 

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） 

レポート試験(Report Exam)(50%)/毎週提出する課題(50%) 

単位の取得には 2/3 以上の課題提出が必要となる。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

必要に応じて授業中に紹介する． 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

オンデマンド授業．  

課題の提出期限：授業の最後に出される課題は次の授業が配信されるまでに提出すること．それ以降になると，過去の授業閲覧

はできるが，課題の提出は不可となる． 

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．具体的な授業の受講方法は Blackboard 上で示

し、第 1 回目の授業内で説明するので，各自が必ずその内容を確認すること． 

実技の際には、周りの環境と体調管理に留意すること． 
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■FI708 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

スポーツスタディ２ 

(Sports Study 2) 

担当者名 

（Instructor） 
中村 有紀 (NAKAMURA YUKI ) 

学期 

（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） 

体調管理や健康の維持・増進を基本に，シェイプアップやパフォーマンスの向上を目的としたトレーニング方法の習得，そして適

切な生活習慣を身につける． 

 

Students will deepen the understanding of basic concepts in health management to improve physical condition and promote 

overall well-being. This course will focus on training methods for the improvement of performance and general body conditioning 

with the aim of acquiring a healthy lifestyle. 

 

授業の内容（Course Contents） 

講義においては，トレーニング理論や方法，生活習慣の必要性，身体の仕組みやスポーツ文化などを解説する．実技において

は，ヨガやボディコンディショニング，様々なスポーツ種目で行われているトレーニングを視聴し，実際に実践し，体調管理や健康

の維持・増進のためにはどのような取り組みが必要なのかを学習する．授業の流れは最初に講義または実技映像を視聴し，そ

の後各自課題および実技を行う．年齢や性別，体力，運動技術にあまり関係なく，自宅で楽しむことを重視したトレーニングを実

際に体験し，自分とスポーツ，健康との関係や将来の自身の健康とスポーツのあり方を考究する． 

 

Through theory and practice, this course tries to examine basic concepts of health management, maintenance of physical 

condition and promotion of health as well as the cultural significance and meaning of physical exercise and sport as a lifelong 

activity. Lectures will offer an introduction to training theory and methods, the necessity of a proper lifestyle, the mechanism of 

the human body and sport culture. Using short videos, students will actually experience various forms of exercise, work-outs, 

training or sports that can be easily done at home. In overall, this course is designed to offer students an opportunity to reflect 

on their own health and the relation to exercise and sports in order to achieve well-being and a healthy lifestyle in the future. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 講義 1：新型コロナウィルス（加藤），スポーツの必要性（運動処方）・睡眠（石渡） 

2. 講義 2：ウエルネス論（大石（和）），栄養と食生活（杉浦），身体動作の仕組み（石井） 

3. 講義 3：スポーツ文化論（松尾），スポーツジェンダー論（佐野），海外のスポーツ文化（ライトナー） 

4. 講義 4：運動前の準備（安松），ウォーキング・ランニング（沼澤） ，ネイチャーキャンプへの招待（濁川） 

5. 実技 1：ヨガ・ピラティス（大石（友），杉本） 

6. 実技 2：筋力・体幹トレーニングトレーニング（岡田，マックグラス，高橋，堀江） 

7. 実技 3：ボディコンディショニング（吉田，伊藤（詩），アーント三浦） 

8. 実技 4：東洋フィットネス（劉，新井） 

9. 実技 5：投げる種目のトレーニング（村本，北村，中村，柳田） 

10. 実技 6：蹴る種目のトレーニング（笛木，檜山，川本） 

11. 実技 7：打つ種目のトレーニング（田中，後藤，西島，江原） 

12. 実技 8：全身運動系のトレーニング（小谷，足立，西谷，富澤） 

13. 講義と実技の振り返り 

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） 

レポート試験(Report Exam)(50%)/毎週提出する課題(50%) 

単位の取得には 2/3 以上の課題提出が必要となる。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

必要に応じて授業中に紹介する． 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

オンデマンド授業．  

課題の提出期限：授業の最後に出される課題は次の授業が配信されるまでに提出すること．それ以降になると，過去の授業閲覧

はできるが，課題の提出は不可となる． 

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．具体的な授業の受講方法は Blackboard 上で示

し、第 1 回目の授業内で説明するので，各自が必ずその内容を確認すること． 

実技の際には、周りの環境と体調管理に留意すること． 
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■FI709 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

スポーツスタディ３ 

(Sports Study 3) 

担当者名 

（Instructor） 
中村 有紀  (NAKAMURA YUKI) 

学期 

（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） 

体調管理や健康の維持・増進を基本に，シェイプアップやパフォーマンスの向上を目的としたトレーニング方法の習得，そして適

切な生活習慣を身につける． 

 

Students will deepen the understanding of basic concepts in health management to improve physical condition and promote 

overall well-being. This course will focus on training methods for the improvement of performance and general body conditioning 

with the aim of acquiring a healthy lifestyle. 

 

授業の内容（Course Contents） 

講義においては，トレーニング理論や方法，生活習慣の必要性，身体の仕組みやスポーツ文化などを解説する．実技において

は，ヨガやボディコンディショニング，様々なスポーツ種目で行われているトレーニングを視聴し，実際に実践し，体調管理や健康

の維持・増進のためにはどのような取り組みが必要なのかを学習する．授業の流れは最初に講義または実技映像を視聴し，そ

の後各自課題および実技を行う．年齢や性別，体力，運動技術にあまり関係なく，自宅で楽しむことを重視したトレーニングを実

際に体験し，自分とスポーツ，健康との関係や将来の自身の健康とスポーツのあり方を考究する． 

 

Through theory and practice, this course tries to examine basic concepts of health management, maintenance of physical 

condition and promotion of health as well as the cultural significance and meaning of physical exercise and sport as a lifelong 

activity. Lectures will offer an introduction to training theory and methods, the necessity of a proper lifestyle, the mechanism of 

the human body and sport culture. Using short videos, students will actually experience various forms of exercise, work-outs, 

training or sports that can be easily done at home. In overall, this course is designed to offer students an opportunity to reflect 

on their own health and the relation to exercise and sports in order to achieve well-being and a healthy lifestyle in the future. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 講義 1：新型コロナウィルス（加藤），スポーツの必要性（運動処方）・睡眠（石渡） 

2. 講義 2：ウエルネス論（大石（和）），栄養と食生活（杉浦），身体動作の仕組み（石井） 

3. 講義 3：スポーツ文化論（松尾），スポーツジェンダー論（佐野），海外のスポーツ文化（ライトナー） 

4. 講義 4：運動前の準備（安松），ウォーキング・ランニング（沼澤） ，ネイチャーキャンプへの招待（濁川） 

5. 実技 1：ヨガ・ピラティス（大石（友），杉本） 

6. 実技 2：筋力・体幹トレーニングトレーニング（岡田，マックグラス，高橋，堀江） 

7. 実技 3：ボディコンディショニング（吉田，伊藤（詩），アーント三浦） 

8. 実技 4：東洋フィットネス（劉，新井） 

9. 実技 5：投げる種目のトレーニング（村本，北村，中村，柳田） 

10. 実技 6：蹴る種目のトレーニング（笛木，檜山，川本） 

11. 実技 7：打つ種目のトレーニング（田中，後藤，西島，江原） 

12. 実技 8：全身運動系のトレーニング（小谷，足立，西谷，富澤） 

13. 講義と実技の振り返り 

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） 

レポート試験(Report Exam)(50%)/毎週提出する課題(50%) 

単位の取得には 2/3 以上の課題提出が必要となる。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

必要に応じて授業中に紹介する． 



 

 - 1503 - 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

オンデマンド授業．  

課題の提出期限：授業の最後に出される課題は次の授業が配信されるまでに提出すること．それ以降になると，過去の授業閲覧

はできるが，課題の提出は不可となる． 

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．具体的な授業の受講方法は Blackboard 上で示

し、第 1 回目の授業内で説明するので，各自が必ずその内容を確認すること． 

実技の際には、周りの環境と体調管理に留意すること． 

 

  



 

 - 1504 - 

■FI710 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

スポーツスタディｅ 

(Sports Study e) 

担当者名 

（Instructor） 
吉田 真咲  (YOSHIDA MISAKI) 

学期 

（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） 

体調管理や健康の維持・増進を基本に，シェイプアップやパフォーマンスの向上を目的としたトレーニング方法の習得，そして適

切な生活習慣を身につける． 

 

Students will deepen the understanding of basic concepts in health management to improve physical condition and promote 

overall well-being. This course will focus on training methods for the improvement of performance and general body conditioning 

with the aim of acquiring a healthy lifestyle. 

 

授業の内容（Course Contents） 

講義においては，トレーニング理論や方法，生活習慣の必要性，身体の仕組みやスポーツ文化などを解説する．実技において

は，ヨガやボディコンディショニング，様々なスポーツ種目で行われているトレーニングを視聴し，実際に実践し，体調管理や健康

の維持・増進のためにはどのような取り組みが必要なのかを学習する．授業の流れは最初に講義または実技映像を視聴し，そ

の後各自課題および実技を行う．年齢や性別，体力，運動技術にあまり関係なく，自宅で楽しむことを重視したトレーニングを実

際に体験し，自分とスポーツ，健康との関係や将来の自身の健康とスポーツのあり方を考究する． 

 

Through theory and practice, this course tries to examine basic concepts of health management, maintenance of physical 

condition and promotion of health as well as the cultural significance and meaning of physical exercise and sport as a lifelong 

activity. Lectures will offer an introduction to training theory and methods, the necessity of a proper lifestyle, the mechanism of 

the human body and sport culture. Using short videos, students will actually experience various forms of exercise, work-outs, 

training or sports that can be easily done at home. In overall, this course is designed to offer students an opportunity to reflect 

on their own health and the relation to exercise and sports in order to achieve well-being and a healthy lifestyle in the future. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 講義 1：新型コロナウィルス（加藤），スポーツの必要性（運動処方）・睡眠（石渡） 

2. 講義 2：ウエルネス論（大石（和）），栄養と食生活（杉浦），身体動作の仕組み（石井） 

3. 講義 3：スポーツ文化論（松尾），スポーツジェンダー論（佐野），海外のスポーツ文化（ライトナー） 

4. 講義 4：運動前の準備（安松），ウォーキング・ランニング（沼澤） ，ネイチャーキャンプへの招待（濁川） 

5. 実技 1：ヨガ・ピラティス（大石（友），杉本） 

6. 実技 2：筋力・体幹トレーニングトレーニング（岡田，マックグラス，高橋，堀江） 

7. 実技 3：ボディコンディショニング（吉田，伊藤（詩），アーント三浦） 

8. 実技 4：東洋フィットネス（劉，新井） 

9. 実技 5：投げる種目のトレーニング（村本，北村，中村，柳田） 

10. 実技 6：蹴る種目のトレーニング（笛木，檜山，川本） 

11. 実技 7：打つ種目のトレーニング（田中，後藤，西島，江原） 

12. 実技 8：全身運動系のトレーニング（小谷，足立，西谷，富澤） 

13. 講義と実技の振り返り 

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） 

レポート試験(Report Exam)(50%)/毎週提出する課題(50%) 

単位の取得には 2/3 以上の課題提出が必要となる。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

必要に応じて授業中に紹介する． 



 

 - 1505 - 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

オンデマンド授業．  

課題の提出期限：授業の最後に出される課題は次の授業が配信されるまでに提出すること．それ以降になると，過去の授業閲覧

はできるが，課題の提出は不可となる． 

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．具体的な授業の受講方法は Blackboard 上で示

し、第 1 回目の授業内で説明するので，各自が必ずその内容を確認すること． 

実技の際には、周りの環境と体調管理に留意すること． 

 

  



 

 - 1506 - 

■FI711 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

スポーツスタディｅ 

(Sports Study e) 

担当者名 

（Instructor） 
村本 伸幸  (MURAMOTO NOBUYUKI) 

学期 

（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） 

体調管理や健康の維持・増進を基本に，シェイプアップやパフォーマンスの向上を目的としたトレーニング方法の習得，そして適

切な生活習慣を身につける． 

 

Students will deepen the understanding of basic concepts in health management to improve physical condition and promote 

overall well-being. This course will focus on training methods for the improvement of performance and general body conditioning 

with the aim of acquiring a healthy lifestyle. 

 

授業の内容（Course Contents） 

講義においては，トレーニング理論や方法，生活習慣の必要性，身体の仕組みやスポーツ文化などを解説する．実技において

は，ヨガやボディコンディショニング，様々なスポーツ種目で行われているトレーニングを視聴し，実際に実践し，体調管理や健康

の維持・増進のためにはどのような取り組みが必要なのかを学習する．授業の流れは最初に講義または実技映像を視聴し，そ

の後各自課題および実技を行う．年齢や性別，体力，運動技術にあまり関係なく，自宅で楽しむことを重視したトレーニングを実

際に体験し，自分とスポーツ，健康との関係や将来の自身の健康とスポーツのあり方を考究する． 

 

Through theory and practice, this course tries to examine basic concepts of health management, maintenance of physical 

condition and promotion of health as well as the cultural significance and meaning of physical exercise and sport as a lifelong 

activity. Lectures will offer an introduction to training theory and methods, the necessity of a proper lifestyle, the mechanism of 

the human body and sport culture. Using short videos, students will actually experience various forms of exercise, work-outs, 

training or sports that can be easily done at home. In overall, this course is designed to offer students an opportunity to reflect 

on their own health and the relation to exercise and sports in order to achieve well-being and a healthy lifestyle in the future. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 講義 1：新型コロナウィルス（加藤），スポーツの必要性（運動処方）・睡眠（石渡） 

2. 講義 2：ウエルネス論（大石（和）），栄養と食生活（杉浦），身体動作の仕組み（石井） 

3. 講義 3：スポーツ文化論（松尾），スポーツジェンダー論（佐野），海外のスポーツ文化（ライトナー） 

4. 講義 4：運動前の準備（安松），ウォーキング・ランニング（沼澤） ，ネイチャーキャンプへの招待（濁川） 

5. 実技 1：ヨガ・ピラティス（大石（友），杉本） 

6. 実技 2：筋力・体幹トレーニングトレーニング（岡田，マックグラス，高橋，堀江） 

7. 実技 3：ボディコンディショニング（吉田，伊藤（詩），アーント三浦） 

8. 実技 4：東洋フィットネス（劉，新井） 

9. 実技 5：投げる種目のトレーニング（村本，北村，中村，柳田） 

10. 実技 6：蹴る種目のトレーニング（笛木，檜山，川本） 

11. 実技 7：打つ種目のトレーニング（田中，後藤，西島，江原） 

12. 実技 8：全身運動系のトレーニング（小谷，足立，西谷，富澤） 

13. 講義と実技の振り返り 

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） 

レポート試験(Report Exam)(50%)/毎週提出する課題(50%) 

単位の取得には 2/3 以上の課題提出が必要となる。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

必要に応じて授業中に紹介する． 



 

 - 1507 - 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

オンデマンド授業．  

課題の提出期限：授業の最後に出される課題は次の授業が配信されるまでに提出すること．それ以降になると，過去の授業閲覧

はできるが，課題の提出は不可となる． 

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．具体的な授業の受講方法は Blackboard 上で示

し、第 1 回目の授業内で説明するので，各自が必ずその内容を確認すること． 

実技の際には、周りの環境と体調管理に留意すること． 

 

  



 

 - 1508 - 

■FI714 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

スポーツスタディｅ 

(Sports Study e) 

担当者名 

（Instructor） 
西島 壮   (NISHIJIMA 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） 
CMP1220 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
定員 30 名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

体調管理や健康の維持・増進を基本に，シェイプアップやパフォーマンスの向上を目的としたトレーニング方法の習得，そして適

切な生活習慣を身につける． 

 

Students will deepen the understanding of basic concepts in health management to improve physical condition and promote 

overall well-being. This course will focus on training methods for the improvement of performance and general body conditioning 

with the aim of acquiring a healthy lifestyle. 

 

授業の内容（Course Contents） 

講義においては，トレーニング理論や方法，生活習慣の必要性，身体の仕組みやスポーツ文化などを解説する．実技において

は，ヨガやボディコンディショニング，様々なスポーツ種目で行われているトレーニングを視聴し，実際に実践し，体調管理や健康

の維持・増進のためにはどのような取り組みが必要なのかを学習する．授業の流れは最初に講義または実技映像を視聴し，そ

の後各自課題および実技を行う．年齢や性別，体力，運動技術にあまり関係なく，自宅で楽しむことを重視したトレーニングを実

際に体験し，自分とスポーツ，健康との関係や将来の自身の健康とスポーツのあり方を考究する． 

 

Through theory and practice, this course tries to examine basic concepts of health management, maintenance of physical 

condition and promotion of health as well as the cultural significance and meaning of physical exercise and sport as a lifelong 

activity. Lectures will offer an introduction to training theory and methods, the necessity of a proper lifestyle, the mechanism of 

the human body and sport culture. Using short videos, students will actually experience various forms of exercise, work-outs, 

training or sports that can be easily done at home. In overall, this course is designed to offer students an opportunity to reflect 

on their own health and the relation to exercise and sports in order to achieve well-being and a healthy lifestyle in the future. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 講義 1：新型コロナウィルス（加藤），スポーツの必要性（運動処方）・睡眠（石渡） 

2. 講義 2：ウエルネス論（大石（和）），栄養と食生活（杉浦），身体動作の仕組み（石井） 

3. 講義 3：スポーツ文化論（松尾），スポーツジェンダー論（佐野），海外のスポーツ文化（ライトナー） 

4. 講義 4：運動前の準備（安松），ウォーキング・ランニング（沼澤） ，ネイチャーキャンプへの招待（濁川） 

5. 実技 1：ヨガ・ピラティス（大石（友），杉本） 

6. 実技 2：筋力・体幹トレーニングトレーニング（岡田，マックグラス，高橋，堀江） 

7. 実技 3：ボディコンディショニング（吉田，伊藤（詩），アーント三浦） 

8. 実技 4：東洋フィットネス（劉，新井） 

9. 実技 5：投げる種目のトレーニング（村本，北村，中村，柳田） 

10. 実技 6：蹴る種目のトレーニング（笛木，檜山，川本） 

11. 実技 7：打つ種目のトレーニング（田中，後藤，西島，江原） 

12. 実技 8：全身運動系のトレーニング（小谷，足立，西谷，富澤） 

13. 講義と実技の振り返り 

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） 

レポート試験(Report Exam)(50%)/毎週提出する課題(50%) 

単位の取得には 2/3 以上の課題提出が必要となる。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

必要に応じて授業中に紹介する． 



 

 - 1509 - 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

オンデマンド授業．  

課題の提出期限：授業の最後に出される課題は次の授業が配信されるまでに提出すること．それ以降になると，過去の授業閲覧

はできるが，課題の提出は不可となる． 

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．具体的な授業の受講方法は Blackboard 上で示

し、第 1 回目の授業内で説明するので，各自が必ずその内容を確認すること． 

実技の際には、周りの環境と体調管理に留意すること． 

 

  



 

 - 1510 - 

■FI716 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

スポーツスタディｅ 

(Sports Study e) 

担当者名 

（Instructor） 
北村 麻衣  (KITAMURA 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） 
CMP1220 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
定員 30 名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

体調管理や健康の維持・増進を基本に，シェイプアップやパフォーマンスの向上を目的としたトレーニング方法の習得，そして適

切な生活習慣を身につける． 

 

Students will deepen the understanding of basic concepts in health management to improve physical condition and promote 

overall well-being. This course will focus on training methods for the improvement of performance and general body conditioning 

with the aim of acquiring a healthy lifestyle. 

 

授業の内容（Course Contents） 

講義においては，トレーニング理論や方法，生活習慣の必要性，身体の仕組みやスポーツ文化などを解説する．実技において

は，ヨガやボディコンディショニング，様々なスポーツ種目で行われているトレーニングを視聴し，実際に実践し，体調管理や健康

の維持・増進のためにはどのような取り組みが必要なのかを学習する．授業の流れは最初に講義または実技映像を視聴し，そ

の後各自課題および実技を行う．年齢や性別，体力，運動技術にあまり関係なく，自宅で楽しむことを重視したトレーニングを実

際に体験し，自分とスポーツ，健康との関係や将来の自身の健康とスポーツのあり方を考究する． 

 

Through theory and practice, this course tries to examine basic concepts of health management, maintenance of physical 

condition and promotion of health as well as the cultural significance and meaning of physical exercise and sport as a lifelong 

activity. Lectures will offer an introduction to training theory and methods, the necessity of a proper lifestyle, the mechanism of 

the human body and sport culture. Using short videos, students will actually experience various forms of exercise, work-outs, 

training or sports that can be easily done at home. In overall, this course is designed to offer students an opportunity to reflect 

on their own health and the relation to exercise and sports in order to achieve well-being and a healthy lifestyle in the future. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 講義 1：新型コロナウィルス（加藤），スポーツの必要性（運動処方）・睡眠（石渡） 

2. 講義 2：ウエルネス論（大石（和）），栄養と食生活（杉浦），身体動作の仕組み（石井） 

3. 講義 3：スポーツ文化論（松尾），スポーツジェンダー論（佐野），海外のスポーツ文化（ライトナー） 

4. 講義 4：運動前の準備（安松），ウォーキング・ランニング（沼澤） ，ネイチャーキャンプへの招待（濁川） 

5. 実技 1：ヨガ・ピラティス（大石（友），杉本） 

6. 実技 2：筋力・体幹トレーニングトレーニング（岡田，マックグラス，高橋，堀江） 

7. 実技 3：ボディコンディショニング（吉田，伊藤（詩），アーント三浦） 

8. 実技 4：東洋フィットネス（劉，新井） 

9. 実技 5：投げる種目のトレーニング（村本，北村，中村，柳田） 

10. 実技 6：蹴る種目のトレーニング（笛木，檜山，川本） 

11. 実技 7：打つ種目のトレーニング（田中，後藤，西島，江原） 

12. 実技 8：全身運動系のトレーニング（小谷，足立，西谷，富澤） 

13. 講義と実技の振り返り 

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） 

レポート試験(Report Exam)(50%)/毎週提出する課題(50%) 

単位の取得には 2/3 以上の課題提出が必要となる。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

必要に応じて授業中に紹介する． 



 

 - 1511 - 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

オンデマンド授業．  

課題の提出期限：授業の最後に出される課題は次の授業が配信されるまでに提出すること．それ以降になると，過去の授業閲覧

はできるが，課題の提出は不可となる． 

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．具体的な授業の受講方法は Blackboard 上で示

し、第 1 回目の授業内で説明するので，各自が必ずその内容を確認すること． 

実技の際には、周りの環境と体調管理に留意すること． 
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■FI718 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

スポーツスタディｅ 

(Sports Study e) 

担当者名 

（Instructor） 
石井 秀幸  (ISHII 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） 
CMP1220 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
定員 30 名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

体調管理や健康の維持・増進を基本に，シェイプアップやパフォーマンスの向上を目的としたトレーニング方法の習得，そして適

切な生活習慣を身につける． 

 

Students will deepen the understanding of basic concepts in health management to improve physical condition and promote 

overall well-being. This course will focus on training methods for the improvement of performance and general body conditioning 

with the aim of acquiring a healthy lifestyle. 

 

授業の内容（Course Contents） 

講義においては，トレーニング理論や方法，生活習慣の必要性，身体の仕組みやスポーツ文化などを解説する．実技において

は，ヨガやボディコンディショニング，様々なスポーツ種目で行われているトレーニングを視聴し，実際に実践し，体調管理や健康

の維持・増進のためにはどのような取り組みが必要なのかを学習する．授業の流れは最初に講義または実技映像を視聴し，そ

の後各自課題および実技を行う．年齢や性別，体力，運動技術にあまり関係なく，自宅で楽しむことを重視したトレーニングを実

際に体験し，自分とスポーツ，健康との関係や将来の自身の健康とスポーツのあり方を考究する． 

 

Through theory and practice, this course tries to examine basic concepts of health management, maintenance of physical 

condition and promotion of health as well as the cultural significance and meaning of physical exercise and sport as a lifelong 

activity. Lectures will offer an introduction to training theory and methods, the necessity of a proper lifestyle, the mechanism of 

the human body and sport culture. Using short videos, students will actually experience various forms of exercise, work-outs, 

training or sports that can be easily done at home. In overall, this course is designed to offer students an opportunity to reflect 

on their own health and the relation to exercise and sports in order to achieve well-being and a healthy lifestyle in the future. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 講義 1：新型コロナウィルス（加藤），スポーツの必要性（運動処方）・睡眠（石渡） 

2. 講義 2：ウエルネス論（大石（和）），栄養と食生活（杉浦），身体動作の仕組み（石井） 

3. 講義 3：スポーツ文化論（松尾），スポーツジェンダー論（佐野），海外のスポーツ文化（ライトナー） 

4. 講義 4：運動前の準備（安松），ウォーキング・ランニング（沼澤） ，ネイチャーキャンプへの招待（濁川） 

5. 実技 1：ヨガ・ピラティス（大石（友），杉本） 

6. 実技 2：筋力・体幹トレーニングトレーニング（岡田，マックグラス，高橋，堀江） 

7. 実技 3：ボディコンディショニング（吉田，伊藤（詩），アーント三浦） 

8. 実技 4：東洋フィットネス（劉，新井） 

9. 実技 5：投げる種目のトレーニング（村本，北村，中村，柳田） 

10. 実技 6：蹴る種目のトレーニング（笛木，檜山，川本） 

11. 実技 7：打つ種目のトレーニング（田中，後藤，西島，江原） 

12. 実技 8：全身運動系のトレーニング（小谷，足立，西谷，富澤） 

13. 講義と実技の振り返り 

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） 

レポート試験(Report Exam)(50%)/毎週提出する課題(50%) 

単位の取得には 2/3 以上の課題提出が必要となる。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

必要に応じて授業中に紹介する． 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

オンデマンド授業．  

課題の提出期限：授業の最後に出される課題は次の授業が配信されるまでに提出すること．それ以降になると，過去の授業閲覧

はできるが，課題の提出は不可となる． 

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．具体的な授業の受講方法は Blackboard 上で示

し、第 1 回目の授業内で説明するので，各自が必ずその内容を確認すること． 

実技の際には、周りの環境と体調管理に留意すること． 
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■FI719 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

スポーツスタディｅ 

(Sports Study e) 

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） 
CMP1220 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
定員 30 名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

体調管理や健康の維持・増進を基本に，シェイプアップやパフォーマンスの向上を目的としたトレーニング方法の習得，そして適

切な生活習慣を身につける． 

 

Students will deepen the understanding of basic concepts in health management to improve physical condition and promote 

overall well-being. This course will focus on training methods for the improvement of performance and general body conditioning 

with the aim of acquiring a healthy lifestyle. 

 

授業の内容（Course Contents） 

講義においては，トレーニング理論や方法，生活習慣の必要性，身体の仕組みやスポーツ文化などを解説する．実技において

は，ヨガやボディコンディショニング，様々なスポーツ種目で行われているトレーニングを視聴し，実際に実践し，体調管理や健康

の維持・増進のためにはどのような取り組みが必要なのかを学習する．授業の流れは最初に講義または実技映像を視聴し，そ

の後各自課題および実技を行う．年齢や性別，体力，運動技術にあまり関係なく，自宅で楽しむことを重視したトレーニングを実

際に体験し，自分とスポーツ，健康との関係や将来の自身の健康とスポーツのあり方を考究する． 

 

Through theory and practice, this course tries to examine basic concepts of health management, maintenance of physical 

condition and promotion of health as well as the cultural significance and meaning of physical exercise and sport as a lifelong 

activity. Lectures will offer an introduction to training theory and methods, the necessity of a proper lifestyle, the mechanism of 

the human body and sport culture. Using short videos, students will actually experience various forms of exercise, work-outs, 

training or sports that can be easily done at home. In overall, this course is designed to offer students an opportunity to reflect 

on their own health and the relation to exercise and sports in order to achieve well-being and a healthy lifestyle in the future. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 講義 1：新型コロナウィルス（加藤），スポーツの必要性（運動処方）・睡眠（石渡） 

2. 講義 2：ウエルネス論（大石（和）），栄養と食生活（杉浦），身体動作の仕組み（石井） 

3. 講義 3：スポーツ文化論（松尾），スポーツジェンダー論（佐野），海外のスポーツ文化（ライトナー） 

4. 講義 4：運動前の準備（安松），ウォーキング・ランニング（沼澤） ，ネイチャーキャンプへの招待（濁川） 

5. 実技 1：ヨガ・ピラティス（大石（友），杉本） 

6. 実技 2：筋力・体幹トレーニングトレーニング（岡田，マックグラス，高橋，堀江） 

7. 実技 3：ボディコンディショニング（吉田，伊藤（詩），アーント三浦） 

8. 実技 4：東洋フィットネス（劉，新井） 

9. 実技 5：投げる種目のトレーニング（村本，北村，中村，柳田） 

10. 実技 6：蹴る種目のトレーニング（笛木，檜山，川本） 

11. 実技 7：打つ種目のトレーニング（田中，後藤，西島，江原） 

12. 実技 8：全身運動系のトレーニング（小谷，足立，西谷，富澤） 

13. 講義と実技の振り返り 

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） 

レポート試験(Report Exam)(50%)/毎週提出する課題(50%) 

単位の取得には 2/3 以上の課題提出が必要となる。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

必要に応じて授業中に紹介する． 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

オンデマンド授業．  

課題の提出期限：授業の最後に出される課題は次の授業が配信されるまでに提出すること．それ以降になると，過去の授業閲覧

はできるが，課題の提出は不可となる． 

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．具体的な授業の受講方法は Blackboard 上で示

し、第 1 回目の授業内で説明するので，各自が必ずその内容を確認すること． 

実技の際には、周りの環境と体調管理に留意すること． 
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■FI720 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

スポーツスタディｅ 

(Sports Study e) 

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） 

体調管理や健康の維持・増進を基本に，シェイプアップやパフォーマンスの向上を目的としたトレーニング方法の習得，そして適

切な生活習慣を身につける． 

 

Students will deepen the understanding of basic concepts in health management to improve physical condition and promote 

overall well-being. This course will focus on training methods for the improvement of performance and general body conditioning 

with the aim of acquiring a healthy lifestyle. 

 

授業の内容（Course Contents） 

講義においては，トレーニング理論や方法，生活習慣の必要性，身体の仕組みやスポーツ文化などを解説する．実技において

は，ヨガやボディコンディショニング，様々なスポーツ種目で行われているトレーニングを視聴し，実際に実践し，体調管理や健康

の維持・増進のためにはどのような取り組みが必要なのかを学習する．授業の流れは最初に講義または実技映像を視聴し，そ

の後各自課題および実技を行う．年齢や性別，体力，運動技術にあまり関係なく，自宅で楽しむことを重視したトレーニングを実

際に体験し，自分とスポーツ，健康との関係や将来の自身の健康とスポーツのあり方を考究する． 

 

Through theory and practice, this course tries to examine basic concepts of health management, maintenance of physical 

condition and promotion of health as well as the cultural significance and meaning of physical exercise and sport as a lifelong 

activity. Lectures will offer an introduction to training theory and methods, the necessity of a proper lifestyle, the mechanism of 

the human body and sport culture. Using short videos, students will actually experience various forms of exercise, work-outs, 

training or sports that can be easily done at home. In overall, this course is designed to offer students an opportunity to reflect 

on their own health and the relation to exercise and sports in order to achieve well-being and a healthy lifestyle in the future. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 講義 1：新型コロナウィルス（加藤），スポーツの必要性（運動処方）・睡眠（石渡） 

2. 講義 2：ウエルネス論（大石（和）），栄養と食生活（杉浦），身体動作の仕組み（石井） 

3. 講義 3：スポーツ文化論（松尾），スポーツジェンダー論（佐野），海外のスポーツ文化（ライトナー） 

4. 講義 4：運動前の準備（安松），ウォーキング・ランニング（沼澤） ，ネイチャーキャンプへの招待（濁川） 

5. 実技 1：ヨガ・ピラティス（大石（友），杉本） 

6. 実技 2：筋力・体幹トレーニングトレーニング（岡田，マックグラス，高橋，堀江） 

7. 実技 3：ボディコンディショニング（吉田，伊藤（詩），アーント三浦） 

8. 実技 4：東洋フィットネス（劉，新井） 

9. 実技 5：投げる種目のトレーニング（村本，北村，中村，柳田） 

10. 実技 6：蹴る種目のトレーニング（笛木，檜山，川本） 

11. 実技 7：打つ種目のトレーニング（田中，後藤，西島，江原） 

12. 実技 8：全身運動系のトレーニング（小谷，足立，西谷，富澤） 

13. 講義と実技の振り返り 

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） 

レポート試験(Report Exam)(50%)/毎週提出する課題(50%) 

単位の取得には 2/3 以上の課題提出が必要となる。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

必要に応じて授業中に紹介する． 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

オンデマンド授業．  

課題の提出期限：授業の最後に出される課題は次の授業が配信されるまでに提出すること．それ以降になると，過去の授業閲覧

はできるが，課題の提出は不可となる． 

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．具体的な授業の受講方法は Blackboard 上で示

し、第 1 回目の授業内で説明するので，各自が必ずその内容を確認すること． 

実技の際には、周りの環境と体調管理に留意すること． 
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■FI722 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

スポーツスタディｅ 

(Sports Study e) 

担当者名 

（Instructor） 
富澤 隆一郎 (TOMIZAWA RYUICHIRO) 

学期 

（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） 

体調管理や健康の維持・増進を基本に，シェイプアップやパフォーマンスの向上を目的としたトレーニング方法の習得，そして適

切な生活習慣を身につける． 

 

Students will deepen the understanding of basic concepts in health management to improve physical condition and promote 

overall well-being. This course will focus on training methods for the improvement of performance and general body conditioning 

with the aim of acquiring a healthy lifestyle. 

 

授業の内容（Course Contents） 

講義においては，トレーニング理論や方法，生活習慣の必要性，身体の仕組みやスポーツ文化などを解説する．実技において

は，ヨガやボディコンディショニング，様々なスポーツ種目で行われているトレーニングを視聴し，実際に実践し，体調管理や健康

の維持・増進のためにはどのような取り組みが必要なのかを学習する．授業の流れは最初に講義または実技映像を視聴し，そ

の後各自課題および実技を行う．年齢や性別，体力，運動技術にあまり関係なく，自宅で楽しむことを重視したトレーニングを実

際に体験し，自分とスポーツ，健康との関係や将来の自身の健康とスポーツのあり方を考究する． 

 

Through theory and practice, this course tries to examine basic concepts of health management, maintenance of physical 

condition and promotion of health as well as the cultural significance and meaning of physical exercise and sport as a lifelong 

activity. Lectures will offer an introduction to training theory and methods, the necessity of a proper lifestyle, the mechanism of 

the human body and sport culture. Using short videos, students will actually experience various forms of exercise, work-outs, 

training or sports that can be easily done at home. In overall, this course is designed to offer students an opportunity to reflect 

on their own health and the relation to exercise and sports in order to achieve well-being and a healthy lifestyle in the future. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 講義 1：新型コロナウィルス（加藤），スポーツの必要性（運動処方）・睡眠（石渡） 

2. 講義 2：ウエルネス論（大石（和）），栄養と食生活（杉浦），身体動作の仕組み（石井） 

3. 講義 3：スポーツ文化論（松尾），スポーツジェンダー論（佐野），海外のスポーツ文化（ライトナー） 

4. 講義 4：運動前の準備（安松），ウォーキング・ランニング（沼澤） ，ネイチャーキャンプへの招待（濁川） 

5. 実技 1：ヨガ・ピラティス（大石（友），杉本） 

6. 実技 2：筋力・体幹トレーニングトレーニング（岡田，マックグラス，高橋，堀江） 

7. 実技 3：ボディコンディショニング（吉田，伊藤（詩），アーント三浦） 

8. 実技 4：東洋フィットネス（劉，新井） 

9. 実技 5：投げる種目のトレーニング（村本，北村，中村，柳田） 

10. 実技 6：蹴る種目のトレーニング（笛木，檜山，川本） 

11. 実技 7：打つ種目のトレーニング（田中，後藤，西島，江原） 

12. 実技 8：全身運動系のトレーニング（小谷，足立，西谷，富澤） 

13. 講義と実技の振り返り 

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） 

レポート試験(Report Exam)(50%)/毎週提出する課題(50%) 

単位の取得には 2/3 以上の課題提出が必要となる。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

必要に応じて授業中に紹介する． 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

オンデマンド授業．  

課題の提出期限：授業の最後に出される課題は次の授業が配信されるまでに提出すること．それ以降になると，過去の授業閲覧

はできるが，課題の提出は不可となる． 

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．具体的な授業の受講方法は Blackboard 上で示

し、第 1 回目の授業内で説明するので，各自が必ずその内容を確認すること． 

実技の際には、周りの環境と体調管理に留意すること． 
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■FI724 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

スポーツスタディｅ 

(Sports Study e) 

担当者名 

（Instructor） 
佐野 信子  (SANO NOBUKO) 

学期 

（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） 

体調管理や健康の維持・増進を基本に，シェイプアップやパフォーマンスの向上を目的としたトレーニング方法の習得，そして適

切な生活習慣を身につける． 

 

Students will deepen the understanding of basic concepts in health management to improve physical condition and promote 

overall well-being. This course will focus on training methods for the improvement of performance and general body conditioning 

with the aim of acquiring a healthy lifestyle. 

 

授業の内容（Course Contents） 

講義においては，トレーニング理論や方法，生活習慣の必要性，身体の仕組みやスポーツ文化などを解説する．実技において

は，ヨガやボディコンディショニング，様々なスポーツ種目で行われているトレーニングを視聴し，実際に実践し，体調管理や健康

の維持・増進のためにはどのような取り組みが必要なのかを学習する．授業の流れは最初に講義または実技映像を視聴し，そ

の後各自課題および実技を行う．年齢や性別，体力，運動技術にあまり関係なく，自宅で楽しむことを重視したトレーニングを実

際に体験し，自分とスポーツ，健康との関係や将来の自身の健康とスポーツのあり方を考究する． 

 

Through theory and practice, this course tries to examine basic concepts of health management, maintenance of physical 

condition and promotion of health as well as the cultural significance and meaning of physical exercise and sport as a lifelong 

activity. Lectures will offer an introduction to training theory and methods, the necessity of a proper lifestyle, the mechanism of 

the human body and sport culture. Using short videos, students will actually experience various forms of exercise, work-outs, 

training or sports that can be easily done at home. In overall, this course is designed to offer students an opportunity to reflect 

on their own health and the relation to exercise and sports in order to achieve well-being and a healthy lifestyle in the future. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 講義 1：新型コロナウィルス（加藤），スポーツの必要性（運動処方）・睡眠（石渡） 

2. 講義 2：ウエルネス論（大石（和）），栄養と食生活（杉浦），身体動作の仕組み（石井） 

3. 講義 3：スポーツ文化論（松尾），スポーツジェンダー論（佐野），海外のスポーツ文化（ライトナー） 

4. 講義 4：運動前の準備（安松），ウォーキング・ランニング（沼澤） ，ネイチャーキャンプへの招待（濁川） 

5. 実技 1：ヨガ・ピラティス（大石（友），杉本） 

6. 実技 2：筋力・体幹トレーニングトレーニング（岡田，マックグラス，高橋，堀江） 

7. 実技 3：ボディコンディショニング（吉田，伊藤（詩），アーント三浦） 

8. 実技 4：東洋フィットネス（劉，新井） 

9. 実技 5：投げる種目のトレーニング（村本，北村，中村，柳田） 

10. 実技 6：蹴る種目のトレーニング（笛木，檜山，川本） 

11. 実技 7：打つ種目のトレーニング（田中，後藤，西島，江原） 

12. 実技 8：全身運動系のトレーニング（小谷，足立，西谷，富澤） 

13. 講義と実技の振り返り 

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） 

レポート試験(Report Exam)(50%)/毎週提出する課題(50%) 

単位の取得には 2/3 以上の課題提出が必要となる。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

必要に応じて授業中に紹介する． 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

オンデマンド授業．  

課題の提出期限：授業の最後に出される課題は次の授業が配信されるまでに提出すること．それ以降になると，過去の授業閲覧

はできるが，課題の提出は不可となる． 

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．具体的な授業の受講方法は Blackboard 上で示

し、第 1 回目の授業内で説明するので，各自が必ずその内容を確認すること． 

実技の際には、周りの環境と体調管理に留意すること． 
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■FI726 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

スポーツスタディｅ 

(Sports Study e) 

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） 

体調管理や健康の維持・増進を基本に，シェイプアップやパフォーマンスの向上を目的としたトレーニング方法の習得，そして適

切な生活習慣を身につける． 

 

Students will deepen the understanding of basic concepts in health management to improve physical condition and promote 

overall well-being. This course will focus on training methods for the improvement of performance and general body conditioning 

with the aim of acquiring a healthy lifestyle. 

 

授業の内容（Course Contents） 

講義においては，トレーニング理論や方法，生活習慣の必要性，身体の仕組みやスポーツ文化などを解説する．実技において

は，ヨガやボディコンディショニング，様々なスポーツ種目で行われているトレーニングを視聴し，実際に実践し，体調管理や健康

の維持・増進のためにはどのような取り組みが必要なのかを学習する．授業の流れは最初に講義または実技映像を視聴し，そ

の後各自課題および実技を行う．年齢や性別，体力，運動技術にあまり関係なく，自宅で楽しむことを重視したトレーニングを実

際に体験し，自分とスポーツ，健康との関係や将来の自身の健康とスポーツのあり方を考究する． 

 

Through theory and practice, this course tries to examine basic concepts of health management, maintenance of physical 

condition and promotion of health as well as the cultural significance and meaning of physical exercise and sport as a lifelong 

activity. Lectures will offer an introduction to training theory and methods, the necessity of a proper lifestyle, the mechanism of 

the human body and sport culture. Using short videos, students will actually experience various forms of exercise, work-outs, 

training or sports that can be easily done at home. In overall, this course is designed to offer students an opportunity to reflect 

on their own health and the relation to exercise and sports in order to achieve well-being and a healthy lifestyle in the future. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 講義 1：新型コロナウィルス（加藤），スポーツの必要性（運動処方）・睡眠（石渡） 

2. 講義 2：ウエルネス論（大石（和）），栄養と食生活（杉浦），身体動作の仕組み（石井） 

3. 講義 3：スポーツ文化論（松尾），スポーツジェンダー論（佐野），海外のスポーツ文化（ライトナー） 

4. 講義 4：運動前の準備（安松），ウォーキング・ランニング（沼澤） ，ネイチャーキャンプへの招待（濁川） 

5. 実技 1：ヨガ・ピラティス（大石（友），杉本） 

6. 実技 2：筋力・体幹トレーニングトレーニング（岡田，マックグラス，高橋，堀江） 

7. 実技 3：ボディコンディショニング（吉田，伊藤（詩），アーント三浦） 

8. 実技 4：東洋フィットネス（劉，新井） 

9. 実技 5：投げる種目のトレーニング（村本，北村，中村，柳田） 

10. 実技 6：蹴る種目のトレーニング（笛木，檜山，川本） 

11. 実技 7：打つ種目のトレーニング（田中，後藤，西島，江原） 

12. 実技 8：全身運動系のトレーニング（小谷，足立，西谷，富澤） 

13. 講義と実技の振り返り 

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） 

レポート試験(Report Exam)(50%)/毎週提出する課題(50%) 

単位の取得には 2/3 以上の課題提出が必要となる。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

必要に応じて授業中に紹介する． 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

オンデマンド授業．  

課題の提出期限：授業の最後に出される課題は次の授業が配信されるまでに提出すること．それ以降になると，過去の授業閲覧

はできるが，課題の提出は不可となる． 

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．具体的な授業の受講方法は Blackboard 上で示

し、第 1 回目の授業内で説明するので，各自が必ずその内容を確認すること． 

実技の際には、周りの環境と体調管理に留意すること． 
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■FI729 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

スポーツスタディｅ 

(Sports Study e) 

担当者名 

（Instructor） 
吉田 真咲  (YOSHIDA MISAKI) 

学期 

（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） 

体調管理や健康の維持・増進を基本に，シェイプアップやパフォーマンスの向上を目的としたトレーニング方法の習得，そして適

切な生活習慣を身につける． 

 

Students will deepen the understanding of basic concepts in health management to improve physical condition and promote 

overall well-being. This course will focus on training methods for the improvement of performance and general body conditioning 

with the aim of acquiring a healthy lifestyle. 

 

授業の内容（Course Contents） 

講義においては，トレーニング理論や方法，生活習慣の必要性，身体の仕組みやスポーツ文化などを解説する．実技において

は，ヨガやボディコンディショニング，様々なスポーツ種目で行われているトレーニングを視聴し，実際に実践し，体調管理や健康

の維持・増進のためにはどのような取り組みが必要なのかを学習する．授業の流れは最初に講義または実技映像を視聴し，そ

の後各自課題および実技を行う．年齢や性別，体力，運動技術にあまり関係なく，自宅で楽しむことを重視したトレーニングを実

際に体験し，自分とスポーツ，健康との関係や将来の自身の健康とスポーツのあり方を考究する． 

 

Through theory and practice, this course tries to examine basic concepts of health management, maintenance of physical 

condition and promotion of health as well as the cultural significance and meaning of physical exercise and sport as a lifelong 

activity. Lectures will offer an introduction to training theory and methods, the necessity of a proper lifestyle, the mechanism of 

the human body and sport culture. Using short videos, students will actually experience various forms of exercise, work-outs, 

training or sports that can be easily done at home. In overall, this course is designed to offer students an opportunity to reflect 

on their own health and the relation to exercise and sports in order to achieve well-being and a healthy lifestyle in the future. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 講義 1：新型コロナウィルス（加藤），スポーツの必要性（運動処方）・睡眠（石渡） 

2. 講義 2：ウエルネス論（大石（和）），栄養と食生活（杉浦），身体動作の仕組み（石井） 

3. 講義 3：スポーツ文化論（松尾），スポーツジェンダー論（佐野），海外のスポーツ文化（ライトナー） 

4. 講義 4：運動前の準備（安松），ウォーキング・ランニング（沼澤） ，ネイチャーキャンプへの招待（濁川） 

5. 実技 1：ヨガ・ピラティス（大石（友），杉本） 

6. 実技 2：筋力・体幹トレーニングトレーニング（岡田，マックグラス，高橋，堀江） 

7. 実技 3：ボディコンディショニング（吉田，伊藤（詩），アーント三浦） 

8. 実技 4：東洋フィットネス（劉，新井） 

9. 実技 5：投げる種目のトレーニング（村本，北村，中村，柳田） 

10. 実技 6：蹴る種目のトレーニング（笛木，檜山，川本） 

11. 実技 7：打つ種目のトレーニング（田中，後藤，西島，江原） 

12. 実技 8：全身運動系のトレーニング（小谷，足立，西谷，富澤） 

13. 講義と実技の振り返り 

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） 

レポート試験(Report Exam)(50%)/毎週提出する課題(50%) 

単位の取得には 2/3 以上の課題提出が必要となる。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

必要に応じて授業中に紹介する． 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

オンデマンド授業．  

課題の提出期限：授業の最後に出される課題は次の授業が配信されるまでに提出すること．それ以降になると，過去の授業閲覧

はできるが，課題の提出は不可となる． 

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．具体的な授業の受講方法は Blackboard 上で示

し、第 1 回目の授業内で説明するので，各自が必ずその内容を確認すること． 

実技の際には、周りの環境と体調管理に留意すること． 
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■FI730 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

スポーツスタディｅ 

(Sports Study e) 

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） 

体調管理や健康の維持・増進を基本に，シェイプアップやパフォーマンスの向上を目的としたトレーニング方法の習得，そして適

切な生活習慣を身につける． 

 

Students will deepen the understanding of basic concepts in health management to improve physical condition and promote 

overall well-being. This course will focus on training methods for the improvement of performance and general body conditioning 

with the aim of acquiring a healthy lifestyle. 

 

授業の内容（Course Contents） 

講義においては，トレーニング理論や方法，生活習慣の必要性，身体の仕組みやスポーツ文化などを解説する．実技において

は，ヨガやボディコンディショニング，様々なスポーツ種目で行われているトレーニングを視聴し，実際に実践し，体調管理や健康

の維持・増進のためにはどのような取り組みが必要なのかを学習する．授業の流れは最初に講義または実技映像を視聴し，そ

の後各自課題および実技を行う．年齢や性別，体力，運動技術にあまり関係なく，自宅で楽しむことを重視したトレーニングを実

際に体験し，自分とスポーツ，健康との関係や将来の自身の健康とスポーツのあり方を考究する． 

 

Through theory and practice, this course tries to examine basic concepts of health management, maintenance of physical 

condition and promotion of health as well as the cultural significance and meaning of physical exercise and sport as a lifelong 

activity. Lectures will offer an introduction to training theory and methods, the necessity of a proper lifestyle, the mechanism of 

the human body and sport culture. Using short videos, students will actually experience various forms of exercise, work-outs, 

training or sports that can be easily done at home. In overall, this course is designed to offer students an opportunity to reflect 

on their own health and the relation to exercise and sports in order to achieve well-being and a healthy lifestyle in the future. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 講義 1：新型コロナウィルス（加藤），スポーツの必要性（運動処方）・睡眠（石渡） 

2. 講義 2：ウエルネス論（大石（和）），栄養と食生活（杉浦），身体動作の仕組み（石井） 

3. 講義 3：スポーツ文化論（松尾），スポーツジェンダー論（佐野），海外のスポーツ文化（ライトナー） 

4. 講義 4：運動前の準備（安松），ウォーキング・ランニング（沼澤） ，ネイチャーキャンプへの招待（濁川） 

5. 実技 1：ヨガ・ピラティス（大石（友），杉本） 

6. 実技 2：筋力・体幹トレーニングトレーニング（岡田，マックグラス，高橋，堀江） 

7. 実技 3：ボディコンディショニング（吉田，伊藤（詩），アーント三浦） 

8. 実技 4：東洋フィットネス（劉，新井） 

9. 実技 5：投げる種目のトレーニング（村本，北村，中村，柳田） 

10. 実技 6：蹴る種目のトレーニング（笛木，檜山，川本） 

11. 実技 7：打つ種目のトレーニング（田中，後藤，西島，江原） 

12. 実技 8：全身運動系のトレーニング（小谷，足立，西谷，富澤） 

13. 講義と実技の振り返り 

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） 

レポート試験(Report Exam)(50%)/毎週提出する課題(50%) 

単位の取得には 2/3 以上の課題提出が必要となる。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

必要に応じて授業中に紹介する． 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

オンデマンド授業．  

課題の提出期限：授業の最後に出される課題は次の授業が配信されるまでに提出すること．それ以降になると，過去の授業閲覧

はできるが，課題の提出は不可となる． 

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．具体的な授業の受講方法は Blackboard 上で示

し、第 1 回目の授業内で説明するので，各自が必ずその内容を確認すること． 

実技の際には、周りの環境と体調管理に留意すること． 
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■FI732 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

スポーツスタディｅ 

(Sports Study e) 

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） 

体調管理や健康の維持・増進を基本に，シェイプアップやパフォーマンスの向上を目的としたトレーニング方法の習得，そして適

切な生活習慣を身につける． 

 

Students will deepen the understanding of basic concepts in health management to improve physical condition and promote 

overall well-being. This course will focus on training methods for the improvement of performance and general body conditioning 

with the aim of acquiring a healthy lifestyle. 

 

授業の内容（Course Contents） 

講義においては，トレーニング理論や方法，生活習慣の必要性，身体の仕組みやスポーツ文化などを解説する．実技において

は，ヨガやボディコンディショニング，様々なスポーツ種目で行われているトレーニングを視聴し，実際に実践し，体調管理や健康

の維持・増進のためにはどのような取り組みが必要なのかを学習する．授業の流れは最初に講義または実技映像を視聴し，そ

の後各自課題および実技を行う．年齢や性別，体力，運動技術にあまり関係なく，自宅で楽しむことを重視したトレーニングを実

際に体験し，自分とスポーツ，健康との関係や将来の自身の健康とスポーツのあり方を考究する． 

 

Through theory and practice, this course tries to examine basic concepts of health management, maintenance of physical 

condition and promotion of health as well as the cultural significance and meaning of physical exercise and sport as a lifelong 

activity. Lectures will offer an introduction to training theory and methods, the necessity of a proper lifestyle, the mechanism of 

the human body and sport culture. Using short videos, students will actually experience various forms of exercise, work-outs, 

training or sports that can be easily done at home. In overall, this course is designed to offer students an opportunity to reflect 

on their own health and the relation to exercise and sports in order to achieve well-being and a healthy lifestyle in the future. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 講義 1：新型コロナウィルス（加藤），スポーツの必要性（運動処方）・睡眠（石渡） 

2. 講義 2：ウエルネス論（大石（和）），栄養と食生活（杉浦），身体動作の仕組み（石井） 

3. 講義 3：スポーツ文化論（松尾），スポーツジェンダー論（佐野），海外のスポーツ文化（ライトナー） 

4. 講義 4：運動前の準備（安松），ウォーキング・ランニング（沼澤） ，ネイチャーキャンプへの招待（濁川） 

5. 実技 1：ヨガ・ピラティス（大石（友），杉本） 

6. 実技 2：筋力・体幹トレーニングトレーニング（岡田，マックグラス，高橋，堀江） 

7. 実技 3：ボディコンディショニング（吉田，伊藤（詩），アーント三浦） 

8. 実技 4：東洋フィットネス（劉，新井） 

9. 実技 5：投げる種目のトレーニング（村本，北村，中村，柳田） 

10. 実技 6：蹴る種目のトレーニング（笛木，檜山，川本） 

11. 実技 7：打つ種目のトレーニング（田中，後藤，西島，江原） 

12. 実技 8：全身運動系のトレーニング（小谷，足立，西谷，富澤） 

13. 講義と実技の振り返り 

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） 

レポート試験(Report Exam)(50%)/毎週提出する課題(50%) 

単位の取得には 2/3 以上の課題提出が必要となる。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

必要に応じて授業中に紹介する． 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

オンデマンド授業．  

課題の提出期限：授業の最後に出される課題は次の授業が配信されるまでに提出すること．それ以降になると，過去の授業閲覧

はできるが，課題の提出は不可となる． 

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．具体的な授業の受講方法は Blackboard 上で示

し、第 1 回目の授業内で説明するので，各自が必ずその内容を確認すること． 

実技の際には、周りの環境と体調管理に留意すること． 
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■FI734 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

スポーツスタディｅ 

(Sports Study e) 

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 30 名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

体調管理や健康の維持・増進を基本に，シェイプアップやパフォーマンスの向上を目的としたトレーニング方法の習得，そして適

切な生活習慣を身につける． 

 

Students will deepen the understanding of basic concepts in health management to improve physical condition and promote 

overall well-being. This course will focus on training methods for the improvement of performance and general body conditioning 

with the aim of acquiring a healthy lifestyle. 

 

授業の内容（Course Contents） 

講義においては，トレーニング理論や方法，生活習慣の必要性，身体の仕組みやスポーツ文化などを解説する．実技において

は，ヨガやボディコンディショニング，様々なスポーツ種目で行われているトレーニングを視聴し，実際に実践し，体調管理や健康

の維持・増進のためにはどのような取り組みが必要なのかを学習する．授業の流れは最初に講義または実技映像を視聴し，そ

の後各自課題および実技を行う．年齢や性別，体力，運動技術にあまり関係なく，自宅で楽しむことを重視したトレーニングを実

際に体験し，自分とスポーツ，健康との関係や将来の自身の健康とスポーツのあり方を考究する． 

 

Through theory and practice, this course tries to examine basic concepts of health management, maintenance of physical 

condition and promotion of health as well as the cultural significance and meaning of physical exercise and sport as a lifelong 

activity. Lectures will offer an introduction to training theory and methods, the necessity of a proper lifestyle, the mechanism of 

the human body and sport culture. Using short videos, students will actually experience various forms of exercise, work-outs, 

training or sports that can be easily done at home. In overall, this course is designed to offer students an opportunity to reflect 

on their own health and the relation to exercise and sports in order to achieve well-being and a healthy lifestyle in the future. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 講義 1：新型コロナウィルス（加藤），スポーツの必要性（運動処方）・睡眠（石渡） 

2. 講義 2：ウエルネス論（大石（和）），栄養と食生活（杉浦），身体動作の仕組み（石井） 

3. 講義 3：スポーツ文化論（松尾），スポーツジェンダー論（佐野），海外のスポーツ文化（ライトナー） 

4. 講義 4：運動前の準備（安松），ウォーキング・ランニング（沼澤） ，ネイチャーキャンプへの招待（濁川） 

5. 実技 1：ヨガ・ピラティス（大石（友），杉本） 

6. 実技 2：筋力・体幹トレーニングトレーニング（岡田，マックグラス，高橋，堀江） 

7. 実技 3：ボディコンディショニング（吉田，伊藤（詩），アーント三浦） 

8. 実技 4：東洋フィットネス（劉，新井） 

9. 実技 5：投げる種目のトレーニング（村本，北村，中村，柳田） 

10. 実技 6：蹴る種目のトレーニング（笛木，檜山，川本） 

11. 実技 7：打つ種目のトレーニング（田中，後藤，西島，江原） 

12. 実技 8：全身運動系のトレーニング（小谷，足立，西谷，富澤） 

13. 講義と実技の振り返り 

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） 

レポート試験(Report Exam)(50%)/毎週提出する課題(50%) 

単位の取得には 2/3 以上の課題提出が必要となる。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

必要に応じて授業中に紹介する． 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

オンデマンド授業．  

課題の提出期限：授業の最後に出される課題は次の授業が配信されるまでに提出すること．それ以降になると，過去の授業閲覧

はできるが，課題の提出は不可となる． 

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．具体的な授業の受講方法は Blackboard 上で示

し、第 1 回目の授業内で説明するので，各自が必ずその内容を確認すること． 

実技の際には、周りの環境と体調管理に留意すること． 
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■FI735 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

スポーツスタディｅ 

(Sports Study e) 

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） 

体調管理や健康の維持・増進を基本に，シェイプアップやパフォーマンスの向上を目的としたトレーニング方法の習得，そして適

切な生活習慣を身につける． 

 

Students will deepen the understanding of basic concepts in health management to improve physical condition and promote 

overall well-being. This course will focus on training methods for the improvement of performance and general body conditioning 

with the aim of acquiring a healthy lifestyle. 

 

授業の内容（Course Contents） 

講義においては，トレーニング理論や方法，生活習慣の必要性，身体の仕組みやスポーツ文化などを解説する．実技において

は，ヨガやボディコンディショニング，様々なスポーツ種目で行われているトレーニングを視聴し，実際に実践し，体調管理や健康

の維持・増進のためにはどのような取り組みが必要なのかを学習する．授業の流れは最初に講義または実技映像を視聴し，そ

の後各自課題および実技を行う．年齢や性別，体力，運動技術にあまり関係なく，自宅で楽しむことを重視したトレーニングを実

際に体験し，自分とスポーツ，健康との関係や将来の自身の健康とスポーツのあり方を考究する． 

 

Through theory and practice, this course tries to examine basic concepts of health management, maintenance of physical 

condition and promotion of health as well as the cultural significance and meaning of physical exercise and sport as a lifelong 

activity. Lectures will offer an introduction to training theory and methods, the necessity of a proper lifestyle, the mechanism of 

the human body and sport culture. Using short videos, students will actually experience various forms of exercise, work-outs, 

training or sports that can be easily done at home. In overall, this course is designed to offer students an opportunity to reflect 

on their own health and the relation to exercise and sports in order to achieve well-being and a healthy lifestyle in the future. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 講義 1：新型コロナウィルス（加藤），スポーツの必要性（運動処方）・睡眠（石渡） 

2. 講義 2：ウエルネス論（大石（和）），栄養と食生活（杉浦），身体動作の仕組み（石井） 

3. 講義 3：スポーツ文化論（松尾），スポーツジェンダー論（佐野），海外のスポーツ文化（ライトナー） 

4. 講義 4：運動前の準備（安松），ウォーキング・ランニング（沼澤） ，ネイチャーキャンプへの招待（濁川） 

5. 実技 1：ヨガ・ピラティス（大石（友），杉本） 

6. 実技 2：筋力・体幹トレーニングトレーニング（岡田，マックグラス，高橋，堀江） 

7. 実技 3：ボディコンディショニング（吉田，伊藤（詩），アーント三浦） 

8. 実技 4：東洋フィットネス（劉，新井） 

9. 実技 5：投げる種目のトレーニング（村本，北村，中村，柳田） 

10. 実技 6：蹴る種目のトレーニング（笛木，檜山，川本） 

11. 実技 7：打つ種目のトレーニング（田中，後藤，西島，江原） 

12. 実技 8：全身運動系のトレーニング（小谷，足立，西谷，富澤） 

13. 講義と実技の振り返り 

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） 

レポート試験(Report Exam)(50%)/毎週提出する課題(50%) 

単位の取得には 2/3 以上の課題提出が必要となる。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

必要に応じて授業中に紹介する． 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

オンデマンド授業．  

課題の提出期限：授業の最後に出される課題は次の授業が配信されるまでに提出すること．それ以降になると，過去の授業閲覧

はできるが，課題の提出は不可となる． 

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．具体的な授業の受講方法は Blackboard 上で示

し、第 1 回目の授業内で説明するので，各自が必ずその内容を確認すること． 

実技の際には、周りの環境と体調管理に留意すること． 
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■FI737 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

スポーツスタディｅ 

(Sports Study e) 

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） 

体調管理や健康の維持・増進を基本に，シェイプアップやパフォーマンスの向上を目的としたトレーニング方法の習得，そして適

切な生活習慣を身につける． 

 

Students will deepen the understanding of basic concepts in health management to improve physical condition and promote 

overall well-being. This course will focus on training methods for the improvement of performance and general body conditioning 

with the aim of acquiring a healthy lifestyle. 

 

授業の内容（Course Contents） 

講義においては，トレーニング理論や方法，生活習慣の必要性，身体の仕組みやスポーツ文化などを解説する．実技において

は，ヨガやボディコンディショニング，様々なスポーツ種目で行われているトレーニングを視聴し，実際に実践し，体調管理や健康

の維持・増進のためにはどのような取り組みが必要なのかを学習する．授業の流れは最初に講義または実技映像を視聴し，そ

の後各自課題および実技を行う．年齢や性別，体力，運動技術にあまり関係なく，自宅で楽しむことを重視したトレーニングを実

際に体験し，自分とスポーツ，健康との関係や将来の自身の健康とスポーツのあり方を考究する． 

 

Through theory and practice, this course tries to examine basic concepts of health management, maintenance of physical 

condition and promotion of health as well as the cultural significance and meaning of physical exercise and sport as a lifelong 

activity. Lectures will offer an introduction to training theory and methods, the necessity of a proper lifestyle, the mechanism of 

the human body and sport culture. Using short videos, students will actually experience various forms of exercise, work-outs, 

training or sports that can be easily done at home. In overall, this course is designed to offer students an opportunity to reflect 

on their own health and the relation to exercise and sports in order to achieve well-being and a healthy lifestyle in the future. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 講義 1：新型コロナウィルス（加藤），スポーツの必要性（運動処方）・睡眠（石渡） 

2. 講義 2：ウエルネス論（大石（和）），栄養と食生活（杉浦），身体動作の仕組み（石井） 

3. 講義 3：スポーツ文化論（松尾），スポーツジェンダー論（佐野），海外のスポーツ文化（ライトナー） 

4. 講義 4：運動前の準備（安松），ウォーキング・ランニング（沼澤） ，ネイチャーキャンプへの招待（濁川） 

5. 実技 1：ヨガ・ピラティス（大石（友），杉本） 

6. 実技 2：筋力・体幹トレーニングトレーニング（岡田，マックグラス，高橋，堀江） 

7. 実技 3：ボディコンディショニング（吉田，伊藤（詩），アーント三浦） 

8. 実技 4：東洋フィットネス（劉，新井） 

9. 実技 5：投げる種目のトレーニング（村本，北村，中村，柳田） 

10. 実技 6：蹴る種目のトレーニング（笛木，檜山，川本） 

11. 実技 7：打つ種目のトレーニング（田中，後藤，西島，江原） 

12. 実技 8：全身運動系のトレーニング（小谷，足立，西谷，富澤） 

13. 講義と実技の振り返り 

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） 

レポート試験(Report Exam)(50%)/毎週提出する課題(50%) 

単位の取得には 2/3 以上の課題提出が必要となる。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

必要に応じて授業中に紹介する． 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

オンデマンド授業．  

課題の提出期限：授業の最後に出される課題は次の授業が配信されるまでに提出すること．それ以降になると，過去の授業閲覧

はできるが，課題の提出は不可となる． 

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．具体的な授業の受講方法は Blackboard 上で示

し、第 1 回目の授業内で説明するので，各自が必ずその内容を確認すること． 

実技の際には、周りの環境と体調管理に留意すること． 
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■FI740 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

スポーツスタディｅ 

(Sports Study e) 

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 30 名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

体調管理や健康の維持・増進を基本に，シェイプアップやパフォーマンスの向上を目的としたトレーニング方法の習得，そして適

切な生活習慣を身につける． 

 

Students will deepen the understanding of basic concepts in health management to improve physical condition and promote 

overall well-being. This course will focus on training methods for the improvement of performance and general body conditioning 

with the aim of acquiring a healthy lifestyle. 

 

授業の内容（Course Contents） 

講義においては，トレーニング理論や方法，生活習慣の必要性，身体の仕組みやスポーツ文化などを解説する．実技において

は，ヨガやボディコンディショニング，様々なスポーツ種目で行われているトレーニングを視聴し，実際に実践し，体調管理や健康

の維持・増進のためにはどのような取り組みが必要なのかを学習する．授業の流れは最初に講義または実技映像を視聴し，そ

の後各自課題および実技を行う．年齢や性別，体力，運動技術にあまり関係なく，自宅で楽しむことを重視したトレーニングを実

際に体験し，自分とスポーツ，健康との関係や将来の自身の健康とスポーツのあり方を考究する． 

 

Through theory and practice, this course tries to examine basic concepts of health management, maintenance of physical 

condition and promotion of health as well as the cultural significance and meaning of physical exercise and sport as a lifelong 

activity. Lectures will offer an introduction to training theory and methods, the necessity of a proper lifestyle, the mechanism of 

the human body and sport culture. Using short videos, students will actually experience various forms of exercise, work-outs, 

training or sports that can be easily done at home. In overall, this course is designed to offer students an opportunity to reflect 

on their own health and the relation to exercise and sports in order to achieve well-being and a healthy lifestyle in the future. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 講義 1：新型コロナウィルス（加藤），スポーツの必要性（運動処方）・睡眠（石渡） 

2. 講義 2：ウエルネス論（大石（和）），栄養と食生活（杉浦），身体動作の仕組み（石井） 

3. 講義 3：スポーツ文化論（松尾），スポーツジェンダー論（佐野），海外のスポーツ文化（ライトナー） 

4. 講義 4：運動前の準備（安松），ウォーキング・ランニング（沼澤） ，ネイチャーキャンプへの招待（濁川） 

5. 実技 1：ヨガ・ピラティス（大石（友），杉本） 

6. 実技 2：筋力・体幹トレーニングトレーニング（岡田，マックグラス，高橋，堀江） 

7. 実技 3：ボディコンディショニング（吉田，伊藤（詩），アーント三浦） 

8. 実技 4：東洋フィットネス（劉，新井） 

9. 実技 5：投げる種目のトレーニング（村本，北村，中村，柳田） 

10. 実技 6：蹴る種目のトレーニング（笛木，檜山，川本） 

11. 実技 7：打つ種目のトレーニング（田中，後藤，西島，江原） 

12. 実技 8：全身運動系のトレーニング（小谷，足立，西谷，富澤） 

13. 講義と実技の振り返り 

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） 

レポート試験(Report Exam)(50%)/毎週提出する課題(50%) 

単位の取得には 2/3 以上の課題提出が必要となる。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

必要に応じて授業中に紹介する． 



 

 - 1537 - 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

オンデマンド授業．  

課題の提出期限：授業の最後に出される課題は次の授業が配信されるまでに提出すること．それ以降になると，過去の授業閲覧

はできるが，課題の提出は不可となる． 

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．具体的な授業の受講方法は Blackboard 上で示

し、第 1 回目の授業内で説明するので，各自が必ずその内容を確認すること． 

実技の際には、周りの環境と体調管理に留意すること． 
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■FI742 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

スポーツスタディｅ 

(Sports Study e) 

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） 

体調管理や健康の維持・増進を基本に，シェイプアップやパフォーマンスの向上を目的としたトレーニング方法の習得，そして適

切な生活習慣を身につける． 

 

Students will deepen the understanding of basic concepts in health management to improve physical condition and promote 

overall well-being. This course will focus on training methods for the improvement of performance and general body conditioning 

with the aim of acquiring a healthy lifestyle. 

 

授業の内容（Course Contents） 

講義においては，トレーニング理論や方法，生活習慣の必要性，身体の仕組みやスポーツ文化などを解説する．実技において

は，ヨガやボディコンディショニング，様々なスポーツ種目で行われているトレーニングを視聴し，実際に実践し，体調管理や健康

の維持・増進のためにはどのような取り組みが必要なのかを学習する．授業の流れは最初に講義または実技映像を視聴し，そ

の後各自課題および実技を行う．年齢や性別，体力，運動技術にあまり関係なく，自宅で楽しむことを重視したトレーニングを実

際に体験し，自分とスポーツ，健康との関係や将来の自身の健康とスポーツのあり方を考究する． 

 

Through theory and practice, this course tries to examine basic concepts of health management, maintenance of physical 

condition and promotion of health as well as the cultural significance and meaning of physical exercise and sport as a lifelong 

activity. Lectures will offer an introduction to training theory and methods, the necessity of a proper lifestyle, the mechanism of 

the human body and sport culture. Using short videos, students will actually experience various forms of exercise, work-outs, 

training or sports that can be easily done at home. In overall, this course is designed to offer students an opportunity to reflect 

on their own health and the relation to exercise and sports in order to achieve well-being and a healthy lifestyle in the future. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 講義 1：新型コロナウィルス（加藤），スポーツの必要性（運動処方）・睡眠（石渡） 

2. 講義 2：ウエルネス論（大石（和）），栄養と食生活（杉浦），身体動作の仕組み（石井） 

3. 講義 3：スポーツ文化論（松尾），スポーツジェンダー論（佐野），海外のスポーツ文化（ライトナー） 

4. 講義 4：運動前の準備（安松），ウォーキング・ランニング（沼澤） ，ネイチャーキャンプへの招待（濁川） 

5. 実技 1：ヨガ・ピラティス（大石（友），杉本） 

6. 実技 2：筋力・体幹トレーニングトレーニング（岡田，マックグラス，高橋，堀江） 

7. 実技 3：ボディコンディショニング（吉田，伊藤（詩），アーント三浦） 

8. 実技 4：東洋フィットネス（劉，新井） 

9. 実技 5：投げる種目のトレーニング（村本，北村，中村，柳田） 

10. 実技 6：蹴る種目のトレーニング（笛木，檜山，川本） 

11. 実技 7：打つ種目のトレーニング（田中，後藤，西島，江原） 

12. 実技 8：全身運動系のトレーニング（小谷，足立，西谷，富澤） 

13. 講義と実技の振り返り 

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） 

レポート試験(Report Exam)(50%)/毎週提出する課題(50%) 

単位の取得には 2/3 以上の課題提出が必要となる。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

必要に応じて授業中に紹介する． 



 

 - 1539 - 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

オンデマンド授業．  

課題の提出期限：授業の最後に出される課題は次の授業が配信されるまでに提出すること．それ以降になると，過去の授業閲覧

はできるが，課題の提出は不可となる． 

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．具体的な授業の受講方法は Blackboard 上で示

し、第 1 回目の授業内で説明するので，各自が必ずその内容を確認すること． 

実技の際には、周りの環境と体調管理に留意すること． 
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■FI744 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

スポーツスタディｅ 

(Sports Study e) 

担当者名 

（Instructor） 
吉田 真咲  (YOSHIDA MISAKI) 

学期 

（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） 

体調管理や健康の維持・増進を基本に，シェイプアップやパフォーマンスの向上を目的としたトレーニング方法の習得，そして適

切な生活習慣を身につける． 

 

Students will deepen the understanding of basic concepts in health management to improve physical condition and promote 

overall well-being. This course will focus on training methods for the improvement of performance and general body conditioning 

with the aim of acquiring a healthy lifestyle. 

 

授業の内容（Course Contents） 

講義においては，トレーニング理論や方法，生活習慣の必要性，身体の仕組みやスポーツ文化などを解説する．実技において

は，ヨガやボディコンディショニング，様々なスポーツ種目で行われているトレーニングを視聴し，実際に実践し，体調管理や健康

の維持・増進のためにはどのような取り組みが必要なのかを学習する．授業の流れは最初に講義または実技映像を視聴し，そ

の後各自課題および実技を行う．年齢や性別，体力，運動技術にあまり関係なく，自宅で楽しむことを重視したトレーニングを実

際に体験し，自分とスポーツ，健康との関係や将来の自身の健康とスポーツのあり方を考究する． 

 

Through theory and practice, this course tries to examine basic concepts of health management, maintenance of physical 

condition and promotion of health as well as the cultural significance and meaning of physical exercise and sport as a lifelong 

activity. Lectures will offer an introduction to training theory and methods, the necessity of a proper lifestyle, the mechanism of 

the human body and sport culture. Using short videos, students will actually experience various forms of exercise, work-outs, 

training or sports that can be easily done at home. In overall, this course is designed to offer students an opportunity to reflect 

on their own health and the relation to exercise and sports in order to achieve well-being and a healthy lifestyle in the future. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 講義 1：新型コロナウィルス（加藤），スポーツの必要性（運動処方）・睡眠（石渡） 

2. 講義 2：ウエルネス論（大石（和）），栄養と食生活（杉浦），身体動作の仕組み（石井） 

3. 講義 3：スポーツ文化論（松尾），スポーツジェンダー論（佐野），海外のスポーツ文化（ライトナー） 

4. 講義 4：運動前の準備（安松），ウォーキング・ランニング（沼澤） ，ネイチャーキャンプへの招待（濁川） 

5. 実技 1：ヨガ・ピラティス（大石（友），杉本） 

6. 実技 2：筋力・体幹トレーニングトレーニング（岡田，マックグラス，高橋，堀江） 

7. 実技 3：ボディコンディショニング（吉田，伊藤（詩），アーント三浦） 

8. 実技 4：東洋フィットネス（劉，新井） 

9. 実技 5：投げる種目のトレーニング（村本，北村，中村，柳田） 

10. 実技 6：蹴る種目のトレーニング（笛木，檜山，川本） 

11. 実技 7：打つ種目のトレーニング（田中，後藤，西島，江原） 

12. 実技 8：全身運動系のトレーニング（小谷，足立，西谷，富澤） 

13. 講義と実技の振り返り 

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） 

レポート試験(Report Exam)(50%)/毎週提出する課題(50%) 

単位の取得には 2/3 以上の課題提出が必要となる。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

必要に応じて授業中に紹介する． 



 

 - 1541 - 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

オンデマンド授業．  

課題の提出期限：授業の最後に出される課題は次の授業が配信されるまでに提出すること．それ以降になると，過去の授業閲覧

はできるが，課題の提出は不可となる． 

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．具体的な授業の受講方法は Blackboard 上で示

し、第 1 回目の授業内で説明するので，各自が必ずその内容を確認すること． 

実技の際には、周りの環境と体調管理に留意すること． 

 

  



 

 - 1542 - 

■FI745 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

スポーツスタディｅ 

(Sports Study e) 

担当者名 

（Instructor） 
沼澤 秀雄  (NUMAZAWA 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） 

体調管理や健康の維持・増進を基本に，シェイプアップやパフォーマンスの向上を目的としたトレーニング方法の習得，そして適

切な生活習慣を身につける． 

 

Students will deepen the understanding of basic concepts in health management to improve physical condition and promote 

overall well-being. This course will focus on training methods for the improvement of performance and general body conditioning 

with the aim of acquiring a healthy lifestyle. 

 

授業の内容（Course Contents） 

講義においては，トレーニング理論や方法，生活習慣の必要性，身体の仕組みやスポーツ文化などを解説する．実技において

は，ヨガやボディコンディショニング，様々なスポーツ種目で行われているトレーニングを視聴し，実際に実践し，体調管理や健康

の維持・増進のためにはどのような取り組みが必要なのかを学習する．授業の流れは最初に講義または実技映像を視聴し，そ

の後各自課題および実技を行う．年齢や性別，体力，運動技術にあまり関係なく，自宅で楽しむことを重視したトレーニングを実

際に体験し，自分とスポーツ，健康との関係や将来の自身の健康とスポーツのあり方を考究する． 

 

Through theory and practice, this course tries to examine basic concepts of health management, maintenance of physical 

condition and promotion of health as well as the cultural significance and meaning of physical exercise and sport as a lifelong 

activity. Lectures will offer an introduction to training theory and methods, the necessity of a proper lifestyle, the mechanism of 

the human body and sport culture. Using short videos, students will actually experience various forms of exercise, work-outs, 

training or sports that can be easily done at home. In overall, this course is designed to offer students an opportunity to reflect 

on their own health and the relation to exercise and sports in order to achieve well-being and a healthy lifestyle in the future. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 講義 1：新型コロナウィルス（加藤），スポーツの必要性（運動処方）・睡眠（石渡） 

2. 講義 2：ウエルネス論（大石（和）），栄養と食生活（杉浦），身体動作の仕組み（石井） 

3. 講義 3：スポーツ文化論（松尾），スポーツジェンダー論（佐野），海外のスポーツ文化（ライトナー） 

4. 講義 4：運動前の準備（安松），ウォーキング・ランニング（沼澤） ，ネイチャーキャンプへの招待（濁川） 

5. 実技 1：ヨガ・ピラティス（大石（友），杉本） 

6. 実技 2：筋力・体幹トレーニングトレーニング（岡田，マックグラス，高橋，堀江） 

7. 実技 3：ボディコンディショニング（吉田，伊藤（詩），アーント三浦） 

8. 実技 4：東洋フィットネス（劉，新井） 

9. 実技 5：投げる種目のトレーニング（村本，北村，中村，柳田） 

10. 実技 6：蹴る種目のトレーニング（笛木，檜山，川本） 

11. 実技 7：打つ種目のトレーニング（田中，後藤，西島，江原） 

12. 実技 8：全身運動系のトレーニング（小谷，足立，西谷，富澤） 

13. 講義と実技の振り返り 

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） 

レポート試験(Report Exam)(50%)/毎週提出する課題(50%) 

単位の取得には 2/3 以上の課題提出が必要となる。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

必要に応じて授業中に紹介する． 



 

 - 1543 - 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

オンデマンド授業．  

課題の提出期限：授業の最後に出される課題は次の授業が配信されるまでに提出すること．それ以降になると，過去の授業閲覧

はできるが，課題の提出は不可となる． 

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．具体的な授業の受講方法は Blackboard 上で示

し、第 1 回目の授業内で説明するので，各自が必ずその内容を確認すること． 

実技の際には、周りの環境と体調管理に留意すること． 

 

  



 

 - 1544 - 

■FI746 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

スポーツスタディｅ 

(Sports Study e) 

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） 

体調管理や健康の維持・増進を基本に，シェイプアップやパフォーマンスの向上を目的としたトレーニング方法の習得，そして適

切な生活習慣を身につける． 

 

Students will deepen the understanding of basic concepts in health management to improve physical condition and promote 

overall well-being. This course will focus on training methods for the improvement of performance and general body conditioning 

with the aim of acquiring a healthy lifestyle. 

 

授業の内容（Course Contents） 

講義においては，トレーニング理論や方法，生活習慣の必要性，身体の仕組みやスポーツ文化などを解説する．実技において

は，ヨガやボディコンディショニング，様々なスポーツ種目で行われているトレーニングを視聴し，実際に実践し，体調管理や健康

の維持・増進のためにはどのような取り組みが必要なのかを学習する．授業の流れは最初に講義または実技映像を視聴し，そ

の後各自課題および実技を行う．年齢や性別，体力，運動技術にあまり関係なく，自宅で楽しむことを重視したトレーニングを実

際に体験し，自分とスポーツ，健康との関係や将来の自身の健康とスポーツのあり方を考究する． 

 

Through theory and practice, this course tries to examine basic concepts of health management, maintenance of physical 

condition and promotion of health as well as the cultural significance and meaning of physical exercise and sport as a lifelong 

activity. Lectures will offer an introduction to training theory and methods, the necessity of a proper lifestyle, the mechanism of 

the human body and sport culture. Using short videos, students will actually experience various forms of exercise, work-outs, 

training or sports that can be easily done at home. In overall, this course is designed to offer students an opportunity to reflect 

on their own health and the relation to exercise and sports in order to achieve well-being and a healthy lifestyle in the future. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 講義 1：新型コロナウィルス（加藤），スポーツの必要性（運動処方）・睡眠（石渡） 

2. 講義 2：ウエルネス論（大石（和）），栄養と食生活（杉浦），身体動作の仕組み（石井） 

3. 講義 3：スポーツ文化論（松尾），スポーツジェンダー論（佐野），海外のスポーツ文化（ライトナー） 

4. 講義 4：運動前の準備（安松），ウォーキング・ランニング（沼澤） ，ネイチャーキャンプへの招待（濁川） 

5. 実技 1：ヨガ・ピラティス（大石（友），杉本） 

6. 実技 2：筋力・体幹トレーニングトレーニング（岡田，マックグラス，高橋，堀江） 

7. 実技 3：ボディコンディショニング（吉田，伊藤（詩），アーント三浦） 

8. 実技 4：東洋フィットネス（劉，新井） 

9. 実技 5：投げる種目のトレーニング（村本，北村，中村，柳田） 

10. 実技 6：蹴る種目のトレーニング（笛木，檜山，川本） 

11. 実技 7：打つ種目のトレーニング（田中，後藤，西島，江原） 

12. 実技 8：全身運動系のトレーニング（小谷，足立，西谷，富澤） 

13. 講義と実技の振り返り 

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） 

レポート試験(Report Exam)(50%)/毎週提出する課題(50%) 

単位の取得には 2/3 以上の課題提出が必要となる。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

必要に応じて授業中に紹介する． 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

オンデマンド授業．  

課題の提出期限：授業の最後に出される課題は次の授業が配信されるまでに提出すること．それ以降になると，過去の授業閲覧

はできるが，課題の提出は不可となる． 

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．具体的な授業の受講方法は Blackboard 上で示

し、第 1 回目の授業内で説明するので，各自が必ずその内容を確認すること． 

実技の際には、周りの環境と体調管理に留意すること． 
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■FI748 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

スポーツスタディｅ 

(Sports Study e) 

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 30 名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

体調管理や健康の維持・増進を基本に，シェイプアップやパフォーマンスの向上を目的としたトレーニング方法の習得，そして適

切な生活習慣を身につける． 

 

Students will deepen the understanding of basic concepts in health management to improve physical condition and promote 

overall well-being. This course will focus on training methods for the improvement of performance and general body conditioning 

with the aim of acquiring a healthy lifestyle. 

 

授業の内容（Course Contents） 

講義においては，トレーニング理論や方法，生活習慣の必要性，身体の仕組みやスポーツ文化などを解説する．実技において

は，ヨガやボディコンディショニング，様々なスポーツ種目で行われているトレーニングを視聴し，実際に実践し，体調管理や健康

の維持・増進のためにはどのような取り組みが必要なのかを学習する．授業の流れは最初に講義または実技映像を視聴し，そ

の後各自課題および実技を行う．年齢や性別，体力，運動技術にあまり関係なく，自宅で楽しむことを重視したトレーニングを実

際に体験し，自分とスポーツ，健康との関係や将来の自身の健康とスポーツのあり方を考究する． 

 

Through theory and practice, this course tries to examine basic concepts of health management, maintenance of physical 

condition and promotion of health as well as the cultural significance and meaning of physical exercise and sport as a lifelong 

activity. Lectures will offer an introduction to training theory and methods, the necessity of a proper lifestyle, the mechanism of 

the human body and sport culture. Using short videos, students will actually experience various forms of exercise, work-outs, 

training or sports that can be easily done at home. In overall, this course is designed to offer students an opportunity to reflect 

on their own health and the relation to exercise and sports in order to achieve well-being and a healthy lifestyle in the future. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 講義 1：新型コロナウィルス（加藤），スポーツの必要性（運動処方）・睡眠（石渡） 

2. 講義 2：ウエルネス論（大石（和）），栄養と食生活（杉浦），身体動作の仕組み（石井） 

3. 講義 3：スポーツ文化論（松尾），スポーツジェンダー論（佐野），海外のスポーツ文化（ライトナー） 

4. 講義 4：運動前の準備（安松），ウォーキング・ランニング（沼澤） ，ネイチャーキャンプへの招待（濁川） 

5. 実技 1：ヨガ・ピラティス（大石（友），杉本） 

6. 実技 2：筋力・体幹トレーニングトレーニング（岡田，マックグラス，高橋，堀江） 

7. 実技 3：ボディコンディショニング（吉田，伊藤（詩），アーント三浦） 

8. 実技 4：東洋フィットネス（劉，新井） 

9. 実技 5：投げる種目のトレーニング（村本，北村，中村，柳田） 

10. 実技 6：蹴る種目のトレーニング（笛木，檜山，川本） 

11. 実技 7：打つ種目のトレーニング（田中，後藤，西島，江原） 

12. 実技 8：全身運動系のトレーニング（小谷，足立，西谷，富澤） 

13. 講義と実技の振り返り 

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） 

レポート試験(Report Exam)(50%)/毎週提出する課題(50%) 

単位の取得には 2/3 以上の課題提出が必要となる。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

必要に応じて授業中に紹介する． 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

オンデマンド授業．  

課題の提出期限：授業の最後に出される課題は次の授業が配信されるまでに提出すること．それ以降になると，過去の授業閲覧

はできるが，課題の提出は不可となる． 

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．具体的な授業の受講方法は Blackboard 上で示

し、第 1 回目の授業内で説明するので，各自が必ずその内容を確認すること． 

実技の際には、周りの環境と体調管理に留意すること． 
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■FI751 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

スポーツスタディｅ 

(Sports Study e) 

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） 

体調管理や健康の維持・増進を基本に，シェイプアップやパフォーマンスの向上を目的としたトレーニング方法の習得，そして適

切な生活習慣を身につける． 

 

Students will deepen the understanding of basic concepts in health management to improve physical condition and promote 

overall well-being. This course will focus on training methods for the improvement of performance and general body conditioning 

with the aim of acquiring a healthy lifestyle. 

 

授業の内容（Course Contents） 

講義においては，トレーニング理論や方法，生活習慣の必要性，身体の仕組みやスポーツ文化などを解説する．実技において

は，ヨガやボディコンディショニング，様々なスポーツ種目で行われているトレーニングを視聴し，実際に実践し，体調管理や健康

の維持・増進のためにはどのような取り組みが必要なのかを学習する．授業の流れは最初に講義または実技映像を視聴し，そ

の後各自課題および実技を行う．年齢や性別，体力，運動技術にあまり関係なく，自宅で楽しむことを重視したトレーニングを実

際に体験し，自分とスポーツ，健康との関係や将来の自身の健康とスポーツのあり方を考究する． 

 

Through theory and practice, this course tries to examine basic concepts of health management, maintenance of physical 

condition and promotion of health as well as the cultural significance and meaning of physical exercise and sport as a lifelong 

activity. Lectures will offer an introduction to training theory and methods, the necessity of a proper lifestyle, the mechanism of 

the human body and sport culture. Using short videos, students will actually experience various forms of exercise, work-outs, 

training or sports that can be easily done at home. In overall, this course is designed to offer students an opportunity to reflect 

on their own health and the relation to exercise and sports in order to achieve well-being and a healthy lifestyle in the future. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 講義 1：新型コロナウィルス（加藤），スポーツの必要性（運動処方）・睡眠（石渡） 

2. 講義 2：ウエルネス論（大石（和）），栄養と食生活（杉浦），身体動作の仕組み（石井） 

3. 講義 3：スポーツ文化論（松尾），スポーツジェンダー論（佐野），海外のスポーツ文化（ライトナー） 

4. 講義 4：運動前の準備（安松），ウォーキング・ランニング（沼澤） ，ネイチャーキャンプへの招待（濁川） 

5. 実技 1：ヨガ・ピラティス（大石（友），杉本） 

6. 実技 2：筋力・体幹トレーニングトレーニング（岡田，マックグラス，高橋，堀江） 

7. 実技 3：ボディコンディショニング（吉田，伊藤（詩），アーント三浦） 

8. 実技 4：東洋フィットネス（劉，新井） 

9. 実技 5：投げる種目のトレーニング（村本，北村，中村，柳田） 

10. 実技 6：蹴る種目のトレーニング（笛木，檜山，川本） 

11. 実技 7：打つ種目のトレーニング（田中，後藤，西島，江原） 

12. 実技 8：全身運動系のトレーニング（小谷，足立，西谷，富澤） 

13. 講義と実技の振り返り 

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） 

レポート試験(Report Exam)(50%)/毎週提出する課題(50%) 

単位の取得には 2/3 以上の課題提出が必要となる。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

必要に応じて授業中に紹介する． 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

オンデマンド授業．  

課題の提出期限：授業の最後に出される課題は次の授業が配信されるまでに提出すること．それ以降になると，過去の授業閲覧

はできるが，課題の提出は不可となる． 

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．具体的な授業の受講方法は Blackboard 上で示

し、第 1 回目の授業内で説明するので，各自が必ずその内容を確認すること． 

実技の際には、周りの環境と体調管理に留意すること． 
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■FI753 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

スポーツスタディｅ 

(Sports Study e) 

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） 

体調管理や健康の維持・増進を基本に，シェイプアップやパフォーマンスの向上を目的としたトレーニング方法の習得，そして適

切な生活習慣を身につける． 

 

Students will deepen the understanding of basic concepts in health management to improve physical condition and promote 

overall well-being. This course will focus on training methods for the improvement of performance and general body conditioning 

with the aim of acquiring a healthy lifestyle. 

 

授業の内容（Course Contents） 

講義においては，トレーニング理論や方法，生活習慣の必要性，身体の仕組みやスポーツ文化などを解説する．実技において

は，ヨガやボディコンディショニング，様々なスポーツ種目で行われているトレーニングを視聴し，実際に実践し，体調管理や健康

の維持・増進のためにはどのような取り組みが必要なのかを学習する．授業の流れは最初に講義または実技映像を視聴し，そ

の後各自課題および実技を行う．年齢や性別，体力，運動技術にあまり関係なく，自宅で楽しむことを重視したトレーニングを実

際に体験し，自分とスポーツ，健康との関係や将来の自身の健康とスポーツのあり方を考究する． 

 

Through theory and practice, this course tries to examine basic concepts of health management, maintenance of physical 

condition and promotion of health as well as the cultural significance and meaning of physical exercise and sport as a lifelong 

activity. Lectures will offer an introduction to training theory and methods, the necessity of a proper lifestyle, the mechanism of 

the human body and sport culture. Using short videos, students will actually experience various forms of exercise, work-outs, 

training or sports that can be easily done at home. In overall, this course is designed to offer students an opportunity to reflect 

on their own health and the relation to exercise and sports in order to achieve well-being and a healthy lifestyle in the future. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 講義 1：新型コロナウィルス（加藤），スポーツの必要性（運動処方）・睡眠（石渡） 

2. 講義 2：ウエルネス論（大石（和）），栄養と食生活（杉浦），身体動作の仕組み（石井） 

3. 講義 3：スポーツ文化論（松尾），スポーツジェンダー論（佐野），海外のスポーツ文化（ライトナー） 

4. 講義 4：運動前の準備（安松），ウォーキング・ランニング（沼澤） ，ネイチャーキャンプへの招待（濁川） 

5. 実技 1：ヨガ・ピラティス（大石（友），杉本） 

6. 実技 2：筋力・体幹トレーニングトレーニング（岡田，マックグラス，高橋，堀江） 

7. 実技 3：ボディコンディショニング（吉田，伊藤（詩），アーント三浦） 

8. 実技 4：東洋フィットネス（劉，新井） 

9. 実技 5：投げる種目のトレーニング（村本，北村，中村，柳田） 

10. 実技 6：蹴る種目のトレーニング（笛木，檜山，川本） 

11. 実技 7：打つ種目のトレーニング（田中，後藤，西島，江原） 

12. 実技 8：全身運動系のトレーニング（小谷，足立，西谷，富澤） 

13. 講義と実技の振り返り 

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） 

レポート試験(Report Exam)(50%)/毎週提出する課題(50%) 

単位の取得には 2/3 以上の課題提出が必要となる。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

必要に応じて授業中に紹介する． 



 

 - 1551 - 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

オンデマンド授業．  

課題の提出期限：授業の最後に出される課題は次の授業が配信されるまでに提出すること．それ以降になると，過去の授業閲覧

はできるが，課題の提出は不可となる． 

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．具体的な授業の受講方法は Blackboard 上で示

し、第 1 回目の授業内で説明するので，各自が必ずその内容を確認すること． 

実技の際には、周りの環境と体調管理に留意すること． 
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■FI755 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

スポーツスタディｅ 

(Sports Study e) 

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） 
CMP1220 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
定員 30 名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

体調管理や健康の維持・増進を基本に，シェイプアップやパフォーマンスの向上を目的としたトレーニング方法の習得，そして適

切な生活習慣を身につける． 

 

Students will deepen the understanding of basic concepts in health management to improve physical condition and promote 

overall well-being. This course will focus on training methods for the improvement of performance and general body conditioning 

with the aim of acquiring a healthy lifestyle. 

 

授業の内容（Course Contents） 

講義においては，トレーニング理論や方法，生活習慣の必要性，身体の仕組みやスポーツ文化などを解説する．実技において

は，ヨガやボディコンディショニング，様々なスポーツ種目で行われているトレーニングを視聴し，実際に実践し，体調管理や健康

の維持・増進のためにはどのような取り組みが必要なのかを学習する．授業の流れは最初に講義または実技映像を視聴し，そ

の後各自課題および実技を行う．年齢や性別，体力，運動技術にあまり関係なく，自宅で楽しむことを重視したトレーニングを実

際に体験し，自分とスポーツ，健康との関係や将来の自身の健康とスポーツのあり方を考究する． 

 

Through theory and practice, this course tries to examine basic concepts of health management, maintenance of physical 

condition and promotion of health as well as the cultural significance and meaning of physical exercise and sport as a lifelong 

activity. Lectures will offer an introduction to training theory and methods, the necessity of a proper lifestyle, the mechanism of 

the human body and sport culture. Using short videos, students will actually experience various forms of exercise, work-outs, 

training or sports that can be easily done at home. In overall, this course is designed to offer students an opportunity to reflect 

on their own health and the relation to exercise and sports in order to achieve well-being and a healthy lifestyle in the future. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 講義 1：新型コロナウィルス（加藤），スポーツの必要性（運動処方）・睡眠（石渡） 

2. 講義 2：ウエルネス論（大石（和）），栄養と食生活（杉浦），身体動作の仕組み（石井） 

3. 講義 3：スポーツ文化論（松尾），スポーツジェンダー論（佐野），海外のスポーツ文化（ライトナー） 

4. 講義 4：運動前の準備（安松），ウォーキング・ランニング（沼澤） ，ネイチャーキャンプへの招待（濁川） 

5. 実技 1：ヨガ・ピラティス（大石（友），杉本） 

6. 実技 2：筋力・体幹トレーニングトレーニング（岡田，マックグラス，高橋，堀江） 

7. 実技 3：ボディコンディショニング（吉田，伊藤（詩），アーント三浦） 

8. 実技 4：東洋フィットネス（劉，新井） 

9. 実技 5：投げる種目のトレーニング（村本，北村，中村，柳田） 

10. 実技 6：蹴る種目のトレーニング（笛木，檜山，川本） 

11. 実技 7：打つ種目のトレーニング（田中，後藤，西島，江原） 

12. 実技 8：全身運動系のトレーニング（小谷，足立，西谷，富澤） 

13. 講義と実技の振り返り 

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） 

レポート試験(Report Exam)(50%)/毎週提出する課題(50%) 

単位の取得には 2/3 以上の課題提出が必要となる。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

必要に応じて授業中に紹介する． 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

オンデマンド授業．  

課題の提出期限：授業の最後に出される課題は次の授業が配信されるまでに提出すること．それ以降になると，過去の授業閲覧

はできるが，課題の提出は不可となる． 

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．具体的な授業の受講方法は Blackboard 上で示

し、第 1 回目の授業内で説明するので，各自が必ずその内容を確認すること． 

実技の際には、周りの環境と体調管理に留意すること． 
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■FI757 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

スポーツスタディｅ 

(Sports Study e) 

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 30 名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

体調管理や健康の維持・増進を基本に，シェイプアップやパフォーマンスの向上を目的としたトレーニング方法の習得，そして適

切な生活習慣を身につける． 

 

Students will deepen the understanding of basic concepts in health management to improve physical condition and promote 

overall well-being. This course will focus on training methods for the improvement of performance and general body conditioning 

with the aim of acquiring a healthy lifestyle. 

 

授業の内容（Course Contents） 

講義においては，トレーニング理論や方法，生活習慣の必要性，身体の仕組みやスポーツ文化などを解説する．実技において

は，ヨガやボディコンディショニング，様々なスポーツ種目で行われているトレーニングを視聴し，実際に実践し，体調管理や健康

の維持・増進のためにはどのような取り組みが必要なのかを学習する．授業の流れは最初に講義または実技映像を視聴し，そ

の後各自課題および実技を行う．年齢や性別，体力，運動技術にあまり関係なく，自宅で楽しむことを重視したトレーニングを実

際に体験し，自分とスポーツ，健康との関係や将来の自身の健康とスポーツのあり方を考究する． 

 

Through theory and practice, this course tries to examine basic concepts of health management, maintenance of physical 

condition and promotion of health as well as the cultural significance and meaning of physical exercise and sport as a lifelong 

activity. Lectures will offer an introduction to training theory and methods, the necessity of a proper lifestyle, the mechanism of 

the human body and sport culture. Using short videos, students will actually experience various forms of exercise, work-outs, 

training or sports that can be easily done at home. In overall, this course is designed to offer students an opportunity to reflect 

on their own health and the relation to exercise and sports in order to achieve well-being and a healthy lifestyle in the future. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 講義 1：新型コロナウィルス（加藤），スポーツの必要性（運動処方）・睡眠（石渡） 

2. 講義 2：ウエルネス論（大石（和）），栄養と食生活（杉浦），身体動作の仕組み（石井） 

3. 講義 3：スポーツ文化論（松尾），スポーツジェンダー論（佐野），海外のスポーツ文化（ライトナー） 

4. 講義 4：運動前の準備（安松），ウォーキング・ランニング（沼澤） ，ネイチャーキャンプへの招待（濁川） 

5. 実技 1：ヨガ・ピラティス（大石（友），杉本） 

6. 実技 2：筋力・体幹トレーニングトレーニング（岡田，マックグラス，高橋，堀江） 

7. 実技 3：ボディコンディショニング（吉田，伊藤（詩），アーント三浦） 

8. 実技 4：東洋フィットネス（劉，新井） 

9. 実技 5：投げる種目のトレーニング（村本，北村，中村，柳田） 

10. 実技 6：蹴る種目のトレーニング（笛木，檜山，川本） 

11. 実技 7：打つ種目のトレーニング（田中，後藤，西島，江原） 

12. 実技 8：全身運動系のトレーニング（小谷，足立，西谷，富澤） 

13. 講義と実技の振り返り 

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） 

レポート試験(Report Exam)(50%)/毎週提出する課題(50%) 

単位の取得には 2/3 以上の課題提出が必要となる。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

必要に応じて授業中に紹介する． 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

オンデマンド授業．  

課題の提出期限：授業の最後に出される課題は次の授業が配信されるまでに提出すること．それ以降になると，過去の授業閲覧

はできるが，課題の提出は不可となる． 

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．具体的な授業の受講方法は Blackboard 上で示

し、第 1 回目の授業内で説明するので，各自が必ずその内容を確認すること． 

実技の際には、周りの環境と体調管理に留意すること． 
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■FI758 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

スポーツスタディｅ 

(Sports Study e) 

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 30 名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

体調管理や健康の維持・増進を基本に，シェイプアップやパフォーマンスの向上を目的としたトレーニング方法の習得，そして適

切な生活習慣を身につける． 

 

Students will deepen the understanding of basic concepts in health management to improve physical condition and promote 

overall well-being. This course will focus on training methods for the improvement of performance and general body conditioning 

with the aim of acquiring a healthy lifestyle. 

 

授業の内容（Course Contents） 

講義においては，トレーニング理論や方法，生活習慣の必要性，身体の仕組みやスポーツ文化などを解説する．実技において

は，ヨガやボディコンディショニング，様々なスポーツ種目で行われているトレーニングを視聴し，実際に実践し，体調管理や健康

の維持・増進のためにはどのような取り組みが必要なのかを学習する．授業の流れは最初に講義または実技映像を視聴し，そ

の後各自課題および実技を行う．年齢や性別，体力，運動技術にあまり関係なく，自宅で楽しむことを重視したトレーニングを実

際に体験し，自分とスポーツ，健康との関係や将来の自身の健康とスポーツのあり方を考究する． 

 

Through theory and practice, this course tries to examine basic concepts of health management, maintenance of physical 

condition and promotion of health as well as the cultural significance and meaning of physical exercise and sport as a lifelong 

activity. Lectures will offer an introduction to training theory and methods, the necessity of a proper lifestyle, the mechanism of 

the human body and sport culture. Using short videos, students will actually experience various forms of exercise, work-outs, 

training or sports that can be easily done at home. In overall, this course is designed to offer students an opportunity to reflect 

on their own health and the relation to exercise and sports in order to achieve well-being and a healthy lifestyle in the future. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 講義 1：新型コロナウィルス（加藤），スポーツの必要性（運動処方）・睡眠（石渡） 

2. 講義 2：ウエルネス論（大石（和）），栄養と食生活（杉浦），身体動作の仕組み（石井） 

3. 講義 3：スポーツ文化論（松尾），スポーツジェンダー論（佐野），海外のスポーツ文化（ライトナー） 

4. 講義 4：運動前の準備（安松），ウォーキング・ランニング（沼澤） ，ネイチャーキャンプへの招待（濁川） 

5. 実技 1：ヨガ・ピラティス（大石（友），杉本） 

6. 実技 2：筋力・体幹トレーニングトレーニング（岡田，マックグラス，高橋，堀江） 

7. 実技 3：ボディコンディショニング（吉田，伊藤（詩），アーント三浦） 

8. 実技 4：東洋フィットネス（劉，新井） 

9. 実技 5：投げる種目のトレーニング（村本，北村，中村，柳田） 

10. 実技 6：蹴る種目のトレーニング（笛木，檜山，川本） 

11. 実技 7：打つ種目のトレーニング（田中，後藤，西島，江原） 

12. 実技 8：全身運動系のトレーニング（小谷，足立，西谷，富澤） 

13. 講義と実技の振り返り 

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） 

レポート試験(Report Exam)(50%)/毎週提出する課題(50%) 

単位の取得には 2/3 以上の課題提出が必要となる。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

必要に応じて授業中に紹介する． 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

オンデマンド授業．  

課題の提出期限：授業の最後に出される課題は次の授業が配信されるまでに提出すること．それ以降になると，過去の授業閲覧

はできるが，課題の提出は不可となる． 

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．具体的な授業の受講方法は Blackboard 上で示

し、第 1 回目の授業内で説明するので，各自が必ずその内容を確認すること． 

実技の際には、周りの環境と体調管理に留意すること． 
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■FI759 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

スポーツスタディｅ 

(Sports Study e) 

担当者名 

（Instructor） 
西谷 善子  (NISHITANI YOSHIKO) 

学期 

（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） 

体調管理や健康の維持・増進を基本に，シェイプアップやパフォーマンスの向上を目的としたトレーニング方法の習得，そして適

切な生活習慣を身につける． 

 

Students will deepen the understanding of basic concepts in health management to improve physical condition and promote 

overall well-being. This course will focus on training methods for the improvement of performance and general body conditioning 

with the aim of acquiring a healthy lifestyle. 

 

授業の内容（Course Contents） 

講義においては，トレーニング理論や方法，生活習慣の必要性，身体の仕組みやスポーツ文化などを解説する．実技において

は，ヨガやボディコンディショニング，様々なスポーツ種目で行われているトレーニングを視聴し，実際に実践し，体調管理や健康

の維持・増進のためにはどのような取り組みが必要なのかを学習する．授業の流れは最初に講義または実技映像を視聴し，そ

の後各自課題および実技を行う．年齢や性別，体力，運動技術にあまり関係なく，自宅で楽しむことを重視したトレーニングを実

際に体験し，自分とスポーツ，健康との関係や将来の自身の健康とスポーツのあり方を考究する． 

 

Through theory and practice, this course tries to examine basic concepts of health management, maintenance of physical 

condition and promotion of health as well as the cultural significance and meaning of physical exercise and sport as a lifelong 

activity. Lectures will offer an introduction to training theory and methods, the necessity of a proper lifestyle, the mechanism of 

the human body and sport culture. Using short videos, students will actually experience various forms of exercise, work-outs, 

training or sports that can be easily done at home. In overall, this course is designed to offer students an opportunity to reflect 

on their own health and the relation to exercise and sports in order to achieve well-being and a healthy lifestyle in the future. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 講義 1：新型コロナウィルス（加藤），スポーツの必要性（運動処方）・睡眠（石渡） 

2. 講義 2：ウエルネス論（大石（和）），栄養と食生活（杉浦），身体動作の仕組み（石井） 

3. 講義 3：スポーツ文化論（松尾），スポーツジェンダー論（佐野），海外のスポーツ文化（ライトナー） 

4. 講義 4：運動前の準備（安松），ウォーキング・ランニング（沼澤） ，ネイチャーキャンプへの招待（濁川） 

5. 実技 1：ヨガ・ピラティス（大石（友），杉本） 

6. 実技 2：筋力・体幹トレーニングトレーニング（岡田，マックグラス，高橋，堀江） 

7. 実技 3：ボディコンディショニング（吉田，伊藤（詩），アーント三浦） 

8. 実技 4：東洋フィットネス（劉，新井） 

9. 実技 5：投げる種目のトレーニング（村本，北村，中村，柳田） 

10. 実技 6：蹴る種目のトレーニング（笛木，檜山，川本） 

11. 実技 7：打つ種目のトレーニング（田中，後藤，西島，江原） 

12. 実技 8：全身運動系のトレーニング（小谷，足立，西谷，富澤） 

13. 講義と実技の振り返り 

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） 

レポート試験(Report Exam)(50%)/毎週提出する課題(50%) 

単位の取得には 2/3 以上の課題提出が必要となる。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

必要に応じて授業中に紹介する． 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

オンデマンド授業．  

課題の提出期限：授業の最後に出される課題は次の授業が配信されるまでに提出すること．それ以降になると，過去の授業閲覧

はできるが，課題の提出は不可となる． 

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．具体的な授業の受講方法は Blackboard 上で示

し、第 1 回目の授業内で説明するので，各自が必ずその内容を確認すること． 

実技の際には、周りの環境と体調管理に留意すること． 
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■FI760 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

スポーツスタディｅ 

(Sports Study e) 

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 30 名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

体調管理や健康の維持・増進を基本に，シェイプアップやパフォーマンスの向上を目的としたトレーニング方法の習得，そして適

切な生活習慣を身につける． 

 

Students will deepen the understanding of basic concepts in health management to improve physical condition and promote 

overall well-being. This course will focus on training methods for the improvement of performance and general body conditioning 

with the aim of acquiring a healthy lifestyle. 

 

授業の内容（Course Contents） 

講義においては，トレーニング理論や方法，生活習慣の必要性，身体の仕組みやスポーツ文化などを解説する．実技において

は，ヨガやボディコンディショニング，様々なスポーツ種目で行われているトレーニングを視聴し，実際に実践し，体調管理や健康

の維持・増進のためにはどのような取り組みが必要なのかを学習する．授業の流れは最初に講義または実技映像を視聴し，そ

の後各自課題および実技を行う．年齢や性別，体力，運動技術にあまり関係なく，自宅で楽しむことを重視したトレーニングを実

際に体験し，自分とスポーツ，健康との関係や将来の自身の健康とスポーツのあり方を考究する． 

 

Through theory and practice, this course tries to examine basic concepts of health management, maintenance of physical 

condition and promotion of health as well as the cultural significance and meaning of physical exercise and sport as a lifelong 

activity. Lectures will offer an introduction to training theory and methods, the necessity of a proper lifestyle, the mechanism of 

the human body and sport culture. Using short videos, students will actually experience various forms of exercise, work-outs, 

training or sports that can be easily done at home. In overall, this course is designed to offer students an opportunity to reflect 

on their own health and the relation to exercise and sports in order to achieve well-being and a healthy lifestyle in the future. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 講義 1：新型コロナウィルス（加藤），スポーツの必要性（運動処方）・睡眠（石渡） 

2. 講義 2：ウエルネス論（大石（和）），栄養と食生活（杉浦），身体動作の仕組み（石井） 

3. 講義 3：スポーツ文化論（松尾），スポーツジェンダー論（佐野），海外のスポーツ文化（ライトナー） 

4. 講義 4：運動前の準備（安松），ウォーキング・ランニング（沼澤） ，ネイチャーキャンプへの招待（濁川） 

5. 実技 1：ヨガ・ピラティス（大石（友），杉本） 

6. 実技 2：筋力・体幹トレーニングトレーニング（岡田，マックグラス，高橋，堀江） 

7. 実技 3：ボディコンディショニング（吉田，伊藤（詩），アーント三浦） 

8. 実技 4：東洋フィットネス（劉，新井） 

9. 実技 5：投げる種目のトレーニング（村本，北村，中村，柳田） 

10. 実技 6：蹴る種目のトレーニング（笛木，檜山，川本） 

11. 実技 7：打つ種目のトレーニング（田中，後藤，西島，江原） 

12. 実技 8：全身運動系のトレーニング（小谷，足立，西谷，富澤） 

13. 講義と実技の振り返り 

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） 

レポート試験(Report Exam)(50%)/毎週提出する課題(50%) 

単位の取得には 2/3 以上の課題提出が必要となる。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

必要に応じて授業中に紹介する． 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

オンデマンド授業．  

課題の提出期限：授業の最後に出される課題は次の授業が配信されるまでに提出すること．それ以降になると，過去の授業閲覧

はできるが，課題の提出は不可となる． 

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．具体的な授業の受講方法は Blackboard 上で示

し、第 1 回目の授業内で説明するので，各自が必ずその内容を確認すること． 

実技の際には、周りの環境と体調管理に留意すること． 
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■FI761 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

スポーツスタディｅ 

(Sports Study e) 

担当者名 

（Instructor） 
松尾 哲矢  (MATSUO 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） 
CMP1220 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
定員 30 名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

体調管理や健康の維持・増進を基本に，シェイプアップやパフォーマンスの向上を目的としたトレーニング方法の習得，そして適

切な生活習慣を身につける． 

 

Students will deepen the understanding of basic concepts in health management to improve physical condition and promote 

overall well-being. This course will focus on training methods for the improvement of performance and general body conditioning 

with the aim of acquiring a healthy lifestyle. 

 

授業の内容（Course Contents） 

講義においては，トレーニング理論や方法，生活習慣の必要性，身体の仕組みやスポーツ文化などを解説する．実技において

は，ヨガやボディコンディショニング，様々なスポーツ種目で行われているトレーニングを視聴し，実際に実践し，体調管理や健康

の維持・増進のためにはどのような取り組みが必要なのかを学習する．授業の流れは最初に講義または実技映像を視聴し，そ

の後各自課題および実技を行う．年齢や性別，体力，運動技術にあまり関係なく，自宅で楽しむことを重視したトレーニングを実

際に体験し，自分とスポーツ，健康との関係や将来の自身の健康とスポーツのあり方を考究する． 

 

Through theory and practice, this course tries to examine basic concepts of health management, maintenance of physical 

condition and promotion of health as well as the cultural significance and meaning of physical exercise and sport as a lifelong 

activity. Lectures will offer an introduction to training theory and methods, the necessity of a proper lifestyle, the mechanism of 

the human body and sport culture. Using short videos, students will actually experience various forms of exercise, work-outs, 

training or sports that can be easily done at home. In overall, this course is designed to offer students an opportunity to reflect 

on their own health and the relation to exercise and sports in order to achieve well-being and a healthy lifestyle in the future. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 講義 1：新型コロナウィルス（加藤），スポーツの必要性（運動処方）・睡眠（石渡） 

2. 講義 2：ウエルネス論（大石（和）），栄養と食生活（杉浦），身体動作の仕組み（石井） 

3. 講義 3：スポーツ文化論（松尾），スポーツジェンダー論（佐野），海外のスポーツ文化（ライトナー） 

4. 講義 4：運動前の準備（安松），ウォーキング・ランニング（沼澤） ，ネイチャーキャンプへの招待（濁川） 

5. 実技 1：ヨガ・ピラティス（大石（友），杉本） 

6. 実技 2：筋力・体幹トレーニングトレーニング（岡田，マックグラス，高橋，堀江） 

7. 実技 3：ボディコンディショニング（吉田，伊藤（詩），アーント三浦） 

8. 実技 4：東洋フィットネス（劉，新井） 

9. 実技 5：投げる種目のトレーニング（村本，北村，中村，柳田） 

10. 実技 6：蹴る種目のトレーニング（笛木，檜山，川本） 

11. 実技 7：打つ種目のトレーニング（田中，後藤，西島，江原） 

12. 実技 8：全身運動系のトレーニング（小谷，足立，西谷，富澤） 

13. 講義と実技の振り返り 

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） 

レポート試験(Report Exam)(50%)/毎週提出する課題(50%) 

単位の取得には 2/3 以上の課題提出が必要となる。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

必要に応じて授業中に紹介する． 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

オンデマンド授業．  

課題の提出期限：授業の最後に出される課題は次の授業が配信されるまでに提出すること．それ以降になると，過去の授業閲覧

はできるが，課題の提出は不可となる． 

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．具体的な授業の受講方法は Blackboard 上で示

し、第 1 回目の授業内で説明するので，各自が必ずその内容を確認すること． 

実技の際には、周りの環境と体調管理に留意すること． 
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■FI762 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

スポーツスタディｅ 

(Sports Study e) 

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） 
CMP1220 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
定員 30 名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

体調管理や健康の維持・増進を基本に，シェイプアップやパフォーマンスの向上を目的としたトレーニング方法の習得，そして適

切な生活習慣を身につける． 

 

Students will deepen the understanding of basic concepts in health management to improve physical condition and promote 

overall well-being. This course will focus on training methods for the improvement of performance and general body conditioning 

with the aim of acquiring a healthy lifestyle. 

 

授業の内容（Course Contents） 

講義においては，トレーニング理論や方法，生活習慣の必要性，身体の仕組みやスポーツ文化などを解説する．実技において

は，ヨガやボディコンディショニング，様々なスポーツ種目で行われているトレーニングを視聴し，実際に実践し，体調管理や健康

の維持・増進のためにはどのような取り組みが必要なのかを学習する．授業の流れは最初に講義または実技映像を視聴し，そ

の後各自課題および実技を行う．年齢や性別，体力，運動技術にあまり関係なく，自宅で楽しむことを重視したトレーニングを実

際に体験し，自分とスポーツ，健康との関係や将来の自身の健康とスポーツのあり方を考究する． 

 

Through theory and practice, this course tries to examine basic concepts of health management, maintenance of physical 

condition and promotion of health as well as the cultural significance and meaning of physical exercise and sport as a lifelong 

activity. Lectures will offer an introduction to training theory and methods, the necessity of a proper lifestyle, the mechanism of 

the human body and sport culture. Using short videos, students will actually experience various forms of exercise, work-outs, 

training or sports that can be easily done at home. In overall, this course is designed to offer students an opportunity to reflect 

on their own health and the relation to exercise and sports in order to achieve well-being and a healthy lifestyle in the future. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 講義 1：新型コロナウィルス（加藤），スポーツの必要性（運動処方）・睡眠（石渡） 

2. 講義 2：ウエルネス論（大石（和）），栄養と食生活（杉浦），身体動作の仕組み（石井） 

3. 講義 3：スポーツ文化論（松尾），スポーツジェンダー論（佐野），海外のスポーツ文化（ライトナー） 

4. 講義 4：運動前の準備（安松），ウォーキング・ランニング（沼澤） ，ネイチャーキャンプへの招待（濁川） 

5. 実技 1：ヨガ・ピラティス（大石（友），杉本） 

6. 実技 2：筋力・体幹トレーニングトレーニング（岡田，マックグラス，高橋，堀江） 

7. 実技 3：ボディコンディショニング（吉田，伊藤（詩），アーント三浦） 

8. 実技 4：東洋フィットネス（劉，新井） 

9. 実技 5：投げる種目のトレーニング（村本，北村，中村，柳田） 

10. 実技 6：蹴る種目のトレーニング（笛木，檜山，川本） 

11. 実技 7：打つ種目のトレーニング（田中，後藤，西島，江原） 

12. 実技 8：全身運動系のトレーニング（小谷，足立，西谷，富澤） 

13. 講義と実技の振り返り 

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） 

レポート試験(Report Exam)(50%)/毎週提出する課題(50%) 

単位の取得には 2/3 以上の課題提出が必要となる。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

必要に応じて授業中に紹介する． 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

オンデマンド授業．  

課題の提出期限：授業の最後に出される課題は次の授業が配信されるまでに提出すること．それ以降になると，過去の授業閲覧

はできるが，課題の提出は不可となる． 

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．具体的な授業の受講方法は Blackboard 上で示

し、第 1 回目の授業内で説明するので，各自が必ずその内容を確認すること． 

実技の際には、周りの環境と体調管理に留意すること． 
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■FI763 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

スポーツスタディｅ 

(Sports Study e) 

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 30 名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

体調管理や健康の維持・増進を基本に，シェイプアップやパフォーマンスの向上を目的としたトレーニング方法の習得，そして適

切な生活習慣を身につける． 

 

Students will deepen the understanding of basic concepts in health management to improve physical condition and promote 

overall well-being. This course will focus on training methods for the improvement of performance and general body conditioning 

with the aim of acquiring a healthy lifestyle. 

 

授業の内容（Course Contents） 

講義においては，トレーニング理論や方法，生活習慣の必要性，身体の仕組みやスポーツ文化などを解説する．実技において

は，ヨガやボディコンディショニング，様々なスポーツ種目で行われているトレーニングを視聴し，実際に実践し，体調管理や健康

の維持・増進のためにはどのような取り組みが必要なのかを学習する．授業の流れは最初に講義または実技映像を視聴し，そ

の後各自課題および実技を行う．年齢や性別，体力，運動技術にあまり関係なく，自宅で楽しむことを重視したトレーニングを実

際に体験し，自分とスポーツ，健康との関係や将来の自身の健康とスポーツのあり方を考究する． 

 

Through theory and practice, this course tries to examine basic concepts of health management, maintenance of physical 

condition and promotion of health as well as the cultural significance and meaning of physical exercise and sport as a lifelong 

activity. Lectures will offer an introduction to training theory and methods, the necessity of a proper lifestyle, the mechanism of 

the human body and sport culture. Using short videos, students will actually experience various forms of exercise, work-outs, 

training or sports that can be easily done at home. In overall, this course is designed to offer students an opportunity to reflect 

on their own health and the relation to exercise and sports in order to achieve well-being and a healthy lifestyle in the future. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 講義 1：新型コロナウィルス（加藤），スポーツの必要性（運動処方）・睡眠（石渡） 

2. 講義 2：ウエルネス論（大石（和）），栄養と食生活（杉浦），身体動作の仕組み（石井） 

3. 講義 3：スポーツ文化論（松尾），スポーツジェンダー論（佐野），海外のスポーツ文化（ライトナー） 

4. 講義 4：運動前の準備（安松），ウォーキング・ランニング（沼澤） ，ネイチャーキャンプへの招待（濁川） 

5. 実技 1：ヨガ・ピラティス（大石（友），杉本） 

6. 実技 2：筋力・体幹トレーニングトレーニング（岡田，マックグラス，高橋，堀江） 

7. 実技 3：ボディコンディショニング（吉田，伊藤（詩），アーント三浦） 

8. 実技 4：東洋フィットネス（劉，新井） 

9. 実技 5：投げる種目のトレーニング（村本，北村，中村，柳田） 

10. 実技 6：蹴る種目のトレーニング（笛木，檜山，川本） 

11. 実技 7：打つ種目のトレーニング（田中，後藤，西島，江原） 

12. 実技 8：全身運動系のトレーニング（小谷，足立，西谷，富澤） 

13. 講義と実技の振り返り 

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） 

レポート試験(Report Exam)(50%)/毎週提出する課題(50%) 

単位の取得には 2/3 以上の課題提出が必要となる。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

必要に応じて授業中に紹介する． 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

オンデマンド授業．  

課題の提出期限：授業の最後に出される課題は次の授業が配信されるまでに提出すること．それ以降になると，過去の授業閲覧

はできるが，課題の提出は不可となる． 

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．具体的な授業の受講方法は Blackboard 上で示

し、第 1 回目の授業内で説明するので，各自が必ずその内容を確認すること． 

実技の際には、周りの環境と体調管理に留意すること． 
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■FI765 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

スポーツスタディｅ 

(Sports Study e) 

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） 

体調管理や健康の維持・増進を基本に，シェイプアップやパフォーマンスの向上を目的としたトレーニング方法の習得，そして適

切な生活習慣を身につける． 

 

Students will deepen the understanding of basic concepts in health management to improve physical condition and promote 

overall well-being. This course will focus on training methods for the improvement of performance and general body conditioning 

with the aim of acquiring a healthy lifestyle. 

 

授業の内容（Course Contents） 

講義においては，トレーニング理論や方法，生活習慣の必要性，身体の仕組みやスポーツ文化などを解説する．実技において

は，ヨガやボディコンディショニング，様々なスポーツ種目で行われているトレーニングを視聴し，実際に実践し，体調管理や健康

の維持・増進のためにはどのような取り組みが必要なのかを学習する．授業の流れは最初に講義または実技映像を視聴し，そ

の後各自課題および実技を行う．年齢や性別，体力，運動技術にあまり関係なく，自宅で楽しむことを重視したトレーニングを実

際に体験し，自分とスポーツ，健康との関係や将来の自身の健康とスポーツのあり方を考究する． 

 

Through theory and practice, this course tries to examine basic concepts of health management, maintenance of physical 

condition and promotion of health as well as the cultural significance and meaning of physical exercise and sport as a lifelong 

activity. Lectures will offer an introduction to training theory and methods, the necessity of a proper lifestyle, the mechanism of 

the human body and sport culture. Using short videos, students will actually experience various forms of exercise, work-outs, 

training or sports that can be easily done at home. In overall, this course is designed to offer students an opportunity to reflect 

on their own health and the relation to exercise and sports in order to achieve well-being and a healthy lifestyle in the future. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 講義 1：新型コロナウィルス（加藤），スポーツの必要性（運動処方）・睡眠（石渡） 

2. 講義 2：ウエルネス論（大石（和）），栄養と食生活（杉浦），身体動作の仕組み（石井） 

3. 講義 3：スポーツ文化論（松尾），スポーツジェンダー論（佐野），海外のスポーツ文化（ライトナー） 

4. 講義 4：運動前の準備（安松），ウォーキング・ランニング（沼澤） ，ネイチャーキャンプへの招待（濁川） 

5. 実技 1：ヨガ・ピラティス（大石（友），杉本） 

6. 実技 2：筋力・体幹トレーニングトレーニング（岡田，マックグラス，高橋，堀江） 

7. 実技 3：ボディコンディショニング（吉田，伊藤（詩），アーント三浦） 

8. 実技 4：東洋フィットネス（劉，新井） 

9. 実技 5：投げる種目のトレーニング（村本，北村，中村，柳田） 

10. 実技 6：蹴る種目のトレーニング（笛木，檜山，川本） 

11. 実技 7：打つ種目のトレーニング（田中，後藤，西島，江原） 

12. 実技 8：全身運動系のトレーニング（小谷，足立，西谷，富澤） 

13. 講義と実技の振り返り 

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） 

レポート試験(Report Exam)(50%)/毎週提出する課題(50%) 

単位の取得には 2/3 以上の課題提出が必要となる。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

必要に応じて授業中に紹介する． 



 

 - 1569 - 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

オンデマンド授業．  

課題の提出期限：授業の最後に出される課題は次の授業が配信されるまでに提出すること．それ以降になると，過去の授業閲覧

はできるが，課題の提出は不可となる． 

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．具体的な授業の受講方法は Blackboard 上で示

し、第 1 回目の授業内で説明するので，各自が必ずその内容を確認すること． 

実技の際には、周りの環境と体調管理に留意すること． 
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■FI766 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

スポーツスタディｅ 

(Sports Study e) 

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 30 名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

体調管理や健康の維持・増進を基本に，シェイプアップやパフォーマンスの向上を目的としたトレーニング方法の習得，そして適

切な生活習慣を身につける． 

 

Students will deepen the understanding of basic concepts in health management to improve physical condition and promote 

overall well-being. This course will focus on training methods for the improvement of performance and general body conditioning 

with the aim of acquiring a healthy lifestyle. 

 

授業の内容（Course Contents） 

講義においては，トレーニング理論や方法，生活習慣の必要性，身体の仕組みやスポーツ文化などを解説する．実技において

は，ヨガやボディコンディショニング，様々なスポーツ種目で行われているトレーニングを視聴し，実際に実践し，体調管理や健康

の維持・増進のためにはどのような取り組みが必要なのかを学習する．授業の流れは最初に講義または実技映像を視聴し，そ

の後各自課題および実技を行う．年齢や性別，体力，運動技術にあまり関係なく，自宅で楽しむことを重視したトレーニングを実

際に体験し，自分とスポーツ，健康との関係や将来の自身の健康とスポーツのあり方を考究する． 

 

Through theory and practice, this course tries to examine basic concepts of health management, maintenance of physical 

condition and promotion of health as well as the cultural significance and meaning of physical exercise and sport as a lifelong 

activity. Lectures will offer an introduction to training theory and methods, the necessity of a proper lifestyle, the mechanism of 

the human body and sport culture. Using short videos, students will actually experience various forms of exercise, work-outs, 

training or sports that can be easily done at home. In overall, this course is designed to offer students an opportunity to reflect 

on their own health and the relation to exercise and sports in order to achieve well-being and a healthy lifestyle in the future. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 講義 1：新型コロナウィルス（加藤），スポーツの必要性（運動処方）・睡眠（石渡） 

2. 講義 2：ウエルネス論（大石（和）），栄養と食生活（杉浦），身体動作の仕組み（石井） 

3. 講義 3：スポーツ文化論（松尾），スポーツジェンダー論（佐野），海外のスポーツ文化（ライトナー） 

4. 講義 4：運動前の準備（安松），ウォーキング・ランニング（沼澤） ，ネイチャーキャンプへの招待（濁川） 

5. 実技 1：ヨガ・ピラティス（大石（友），杉本） 

6. 実技 2：筋力・体幹トレーニングトレーニング（岡田，マックグラス，高橋，堀江） 

7. 実技 3：ボディコンディショニング（吉田，伊藤（詩），アーント三浦） 

8. 実技 4：東洋フィットネス（劉，新井） 

9. 実技 5：投げる種目のトレーニング（村本，北村，中村，柳田） 

10. 実技 6：蹴る種目のトレーニング（笛木，檜山，川本） 

11. 実技 7：打つ種目のトレーニング（田中，後藤，西島，江原） 

12. 実技 8：全身運動系のトレーニング（小谷，足立，西谷，富澤） 

13. 講義と実技の振り返り 

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） 

レポート試験(Report Exam)(50%)/毎週提出する課題(50%) 

単位の取得には 2/3 以上の課題提出が必要となる。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

必要に応じて授業中に紹介する． 



 

 - 1571 - 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

オンデマンド授業．  

課題の提出期限：授業の最後に出される課題は次の授業が配信されるまでに提出すること．それ以降になると，過去の授業閲覧

はできるが，課題の提出は不可となる． 

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．具体的な授業の受講方法は Blackboard 上で示

し、第 1 回目の授業内で説明するので，各自が必ずその内容を確認すること． 

実技の際には、周りの環境と体調管理に留意すること． 
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■FI767 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

スポーツスタディｅ 

(Sports Study e) 

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 30 名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

体調管理や健康の維持・増進を基本に，シェイプアップやパフォーマンスの向上を目的としたトレーニング方法の習得，そして適

切な生活習慣を身につける． 

 

Students will deepen the understanding of basic concepts in health management to improve physical condition and promote 

overall well-being. This course will focus on training methods for the improvement of performance and general body conditioning 

with the aim of acquiring a healthy lifestyle. 

 

授業の内容（Course Contents） 

講義においては，トレーニング理論や方法，生活習慣の必要性，身体の仕組みやスポーツ文化などを解説する．実技において

は，ヨガやボディコンディショニング，様々なスポーツ種目で行われているトレーニングを視聴し，実際に実践し，体調管理や健康

の維持・増進のためにはどのような取り組みが必要なのかを学習する．授業の流れは最初に講義または実技映像を視聴し，そ

の後各自課題および実技を行う．年齢や性別，体力，運動技術にあまり関係なく，自宅で楽しむことを重視したトレーニングを実

際に体験し，自分とスポーツ，健康との関係や将来の自身の健康とスポーツのあり方を考究する． 

 

Through theory and practice, this course tries to examine basic concepts of health management, maintenance of physical 

condition and promotion of health as well as the cultural significance and meaning of physical exercise and sport as a lifelong 

activity. Lectures will offer an introduction to training theory and methods, the necessity of a proper lifestyle, the mechanism of 

the human body and sport culture. Using short videos, students will actually experience various forms of exercise, work-outs, 

training or sports that can be easily done at home. In overall, this course is designed to offer students an opportunity to reflect 

on their own health and the relation to exercise and sports in order to achieve well-being and a healthy lifestyle in the future. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 講義 1：新型コロナウィルス（加藤），スポーツの必要性（運動処方）・睡眠（石渡） 

2. 講義 2：ウエルネス論（大石（和）），栄養と食生活（杉浦），身体動作の仕組み（石井） 

3. 講義 3：スポーツ文化論（松尾），スポーツジェンダー論（佐野），海外のスポーツ文化（ライトナー） 

4. 講義 4：運動前の準備（安松），ウォーキング・ランニング（沼澤） ，ネイチャーキャンプへの招待（濁川） 

5. 実技 1：ヨガ・ピラティス（大石（友），杉本） 

6. 実技 2：筋力・体幹トレーニングトレーニング（岡田，マックグラス，高橋，堀江） 

7. 実技 3：ボディコンディショニング（吉田，伊藤（詩），アーント三浦） 

8. 実技 4：東洋フィットネス（劉，新井） 

9. 実技 5：投げる種目のトレーニング（村本，北村，中村，柳田） 

10. 実技 6：蹴る種目のトレーニング（笛木，檜山，川本） 

11. 実技 7：打つ種目のトレーニング（田中，後藤，西島，江原） 

12. 実技 8：全身運動系のトレーニング（小谷，足立，西谷，富澤） 

13. 講義と実技の振り返り 

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） 

レポート試験(Report Exam)(50%)/毎週提出する課題(50%) 

単位の取得には 2/3 以上の課題提出が必要となる。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

必要に応じて授業中に紹介する． 



 

 - 1573 - 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

オンデマンド授業．  

課題の提出期限：授業の最後に出される課題は次の授業が配信されるまでに提出すること．それ以降になると，過去の授業閲覧

はできるが，課題の提出は不可となる． 

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．具体的な授業の受講方法は Blackboard 上で示

し、第 1 回目の授業内で説明するので，各自が必ずその内容を確認すること． 

実技の際には、周りの環境と体調管理に留意すること． 
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■FI769 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

スポーツスタディｅ 

(Sports Study e) 

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 30 名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

体調管理や健康の維持・増進を基本に，シェイプアップやパフォーマンスの向上を目的としたトレーニング方法の習得，そして適

切な生活習慣を身につける． 

 

Students will deepen the understanding of basic concepts in health management to improve physical condition and promote 

overall well-being. This course will focus on training methods for the improvement of performance and general body conditioning 

with the aim of acquiring a healthy lifestyle. 

 

授業の内容（Course Contents） 

講義においては，トレーニング理論や方法，生活習慣の必要性，身体の仕組みやスポーツ文化などを解説する．実技において

は，ヨガやボディコンディショニング，様々なスポーツ種目で行われているトレーニングを視聴し，実際に実践し，体調管理や健康

の維持・増進のためにはどのような取り組みが必要なのかを学習する．授業の流れは最初に講義または実技映像を視聴し，そ

の後各自課題および実技を行う．年齢や性別，体力，運動技術にあまり関係なく，自宅で楽しむことを重視したトレーニングを実

際に体験し，自分とスポーツ，健康との関係や将来の自身の健康とスポーツのあり方を考究する． 

 

Through theory and practice, this course tries to examine basic concepts of health management, maintenance of physical 

condition and promotion of health as well as the cultural significance and meaning of physical exercise and sport as a lifelong 

activity. Lectures will offer an introduction to training theory and methods, the necessity of a proper lifestyle, the mechanism of 

the human body and sport culture. Using short videos, students will actually experience various forms of exercise, work-outs, 

training or sports that can be easily done at home. In overall, this course is designed to offer students an opportunity to reflect 

on their own health and the relation to exercise and sports in order to achieve well-being and a healthy lifestyle in the future. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 講義 1：新型コロナウィルス（加藤），スポーツの必要性（運動処方）・睡眠（石渡） 

2. 講義 2：ウエルネス論（大石（和）），栄養と食生活（杉浦），身体動作の仕組み（石井） 

3. 講義 3：スポーツ文化論（松尾），スポーツジェンダー論（佐野），海外のスポーツ文化（ライトナー） 

4. 講義 4：運動前の準備（安松），ウォーキング・ランニング（沼澤） ，ネイチャーキャンプへの招待（濁川） 

5. 実技 1：ヨガ・ピラティス（大石（友），杉本） 

6. 実技 2：筋力・体幹トレーニングトレーニング（岡田，マックグラス，高橋，堀江） 

7. 実技 3：ボディコンディショニング（吉田，伊藤（詩），アーント三浦） 

8. 実技 4：東洋フィットネス（劉，新井） 

9. 実技 5：投げる種目のトレーニング（村本，北村，中村，柳田） 

10. 実技 6：蹴る種目のトレーニング（笛木，檜山，川本） 

11. 実技 7：打つ種目のトレーニング（田中，後藤，西島，江原） 

12. 実技 8：全身運動系のトレーニング（小谷，足立，西谷，富澤） 

13. 講義と実技の振り返り 

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） 

レポート試験(Report Exam)(50%)/毎週提出する課題(50%) 

単位の取得には 2/3 以上の課題提出が必要となる。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

必要に応じて授業中に紹介する． 



 

 - 1575 - 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

オンデマンド授業．  

課題の提出期限：授業の最後に出される課題は次の授業が配信されるまでに提出すること．それ以降になると，過去の授業閲覧

はできるが，課題の提出は不可となる． 

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．具体的な授業の受講方法は Blackboard 上で示

し、第 1 回目の授業内で説明するので，各自が必ずその内容を確認すること． 

実技の際には、周りの環境と体調管理に留意すること． 
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■FI771 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

スポーツスタディｅ 

(Sports Study e) 

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） 

体調管理や健康の維持・増進を基本に，シェイプアップやパフォーマンスの向上を目的としたトレーニング方法の習得，そして適

切な生活習慣を身につける． 

 

Students will deepen the understanding of basic concepts in health management to improve physical condition and promote 

overall well-being. This course will focus on training methods for the improvement of performance and general body conditioning 

with the aim of acquiring a healthy lifestyle. 

 

授業の内容（Course Contents） 

講義においては，トレーニング理論や方法，生活習慣の必要性，身体の仕組みやスポーツ文化などを解説する．実技において

は，ヨガやボディコンディショニング，様々なスポーツ種目で行われているトレーニングを視聴し，実際に実践し，体調管理や健康

の維持・増進のためにはどのような取り組みが必要なのかを学習する．授業の流れは最初に講義または実技映像を視聴し，そ

の後各自課題および実技を行う．年齢や性別，体力，運動技術にあまり関係なく，自宅で楽しむことを重視したトレーニングを実

際に体験し，自分とスポーツ，健康との関係や将来の自身の健康とスポーツのあり方を考究する． 

 

Through theory and practice, this course tries to examine basic concepts of health management, maintenance of physical 

condition and promotion of health as well as the cultural significance and meaning of physical exercise and sport as a lifelong 

activity. Lectures will offer an introduction to training theory and methods, the necessity of a proper lifestyle, the mechanism of 

the human body and sport culture. Using short videos, students will actually experience various forms of exercise, work-outs, 

training or sports that can be easily done at home. In overall, this course is designed to offer students an opportunity to reflect 

on their own health and the relation to exercise and sports in order to achieve well-being and a healthy lifestyle in the future. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 講義 1：新型コロナウィルス（加藤），スポーツの必要性（運動処方）・睡眠（石渡） 

2. 講義 2：ウエルネス論（大石（和）），栄養と食生活（杉浦），身体動作の仕組み（石井） 

3. 講義 3：スポーツ文化論（松尾），スポーツジェンダー論（佐野），海外のスポーツ文化（ライトナー） 

4. 講義 4：運動前の準備（安松），ウォーキング・ランニング（沼澤） ，ネイチャーキャンプへの招待（濁川） 

5. 実技 1：ヨガ・ピラティス（大石（友），杉本） 

6. 実技 2：筋力・体幹トレーニングトレーニング（岡田，マックグラス，高橋，堀江） 

7. 実技 3：ボディコンディショニング（吉田，伊藤（詩），アーント三浦） 

8. 実技 4：東洋フィットネス（劉，新井） 

9. 実技 5：投げる種目のトレーニング（村本，北村，中村，柳田） 

10. 実技 6：蹴る種目のトレーニング（笛木，檜山，川本） 

11. 実技 7：打つ種目のトレーニング（田中，後藤，西島，江原） 

12. 実技 8：全身運動系のトレーニング（小谷，足立，西谷，富澤） 

13. 講義と実技の振り返り 

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） 

レポート試験(Report Exam)(50%)/毎週提出する課題(50%) 

単位の取得には 2/3 以上の課題提出が必要となる。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

必要に応じて授業中に紹介する． 



 

 - 1577 - 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

オンデマンド授業．  

課題の提出期限：授業の最後に出される課題は次の授業が配信されるまでに提出すること．それ以降になると，過去の授業閲覧

はできるが，課題の提出は不可となる． 

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．具体的な授業の受講方法は Blackboard 上で示

し、第 1 回目の授業内で説明するので，各自が必ずその内容を確認すること． 

実技の際には、周りの環境と体調管理に留意すること． 

 

  



 

 - 1578 - 

■FI772 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

スポーツスタディｅ 

(Sports Study e) 

担当者名 

（Instructor） 
柳田 信也  (YANAGITA SHINYA) 

学期 

（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） 

体調管理や健康の維持・増進を基本に，シェイプアップやパフォーマンスの向上を目的としたトレーニング方法の習得，そして適

切な生活習慣を身につける． 

 

Students will deepen the understanding of basic concepts in health management to improve physical condition and promote 

overall well-being. This course will focus on training methods for the improvement of performance and general body conditioning 

with the aim of acquiring a healthy lifestyle. 

 

授業の内容（Course Contents） 

講義においては，トレーニング理論や方法，生活習慣の必要性，身体の仕組みやスポーツ文化などを解説する．実技において

は，ヨガやボディコンディショニング，様々なスポーツ種目で行われているトレーニングを視聴し，実際に実践し，体調管理や健康

の維持・増進のためにはどのような取り組みが必要なのかを学習する．授業の流れは最初に講義または実技映像を視聴し，そ

の後各自課題および実技を行う．年齢や性別，体力，運動技術にあまり関係なく，自宅で楽しむことを重視したトレーニングを実

際に体験し，自分とスポーツ，健康との関係や将来の自身の健康とスポーツのあり方を考究する． 

 

Through theory and practice, this course tries to examine basic concepts of health management, maintenance of physical 

condition and promotion of health as well as the cultural significance and meaning of physical exercise and sport as a lifelong 

activity. Lectures will offer an introduction to training theory and methods, the necessity of a proper lifestyle, the mechanism of 

the human body and sport culture. Using short videos, students will actually experience various forms of exercise, work-outs, 

training or sports that can be easily done at home. In overall, this course is designed to offer students an opportunity to reflect 

on their own health and the relation to exercise and sports in order to achieve well-being and a healthy lifestyle in the future. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 講義 1：新型コロナウィルス（加藤），スポーツの必要性（運動処方）・睡眠（石渡） 

2. 講義 2：ウエルネス論（大石（和）），栄養と食生活（杉浦），身体動作の仕組み（石井） 

3. 講義 3：スポーツ文化論（松尾），スポーツジェンダー論（佐野），海外のスポーツ文化（ライトナー） 

4. 講義 4：運動前の準備（安松），ウォーキング・ランニング（沼澤） ，ネイチャーキャンプへの招待（濁川） 

5. 実技 1：ヨガ・ピラティス（大石（友），杉本） 

6. 実技 2：筋力・体幹トレーニングトレーニング（岡田，マックグラス，高橋，堀江） 

7. 実技 3：ボディコンディショニング（吉田，伊藤（詩），アーント三浦） 

8. 実技 4：東洋フィットネス（劉，新井） 

9. 実技 5：投げる種目のトレーニング（村本，北村，中村，柳田） 

10. 実技 6：蹴る種目のトレーニング（笛木，檜山，川本） 

11. 実技 7：打つ種目のトレーニング（田中，後藤，西島，江原） 

12. 実技 8：全身運動系のトレーニング（小谷，足立，西谷，富澤） 

13. 講義と実技の振り返り 

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） 

レポート試験(Report Exam)(50%)/毎週提出する課題(50%) 

単位の取得には 2/3 以上の課題提出が必要となる。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

必要に応じて授業中に紹介する． 



 

 - 1579 - 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

オンデマンド授業．  

課題の提出期限：授業の最後に出される課題は次の授業が配信されるまでに提出すること．それ以降になると，過去の授業閲覧

はできるが，課題の提出は不可となる． 

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．具体的な授業の受講方法は Blackboard 上で示

し、第 1 回目の授業内で説明するので，各自が必ずその内容を確認すること． 

実技の際には、周りの環境と体調管理に留意すること． 

 

  



 

 - 1580 - 

■FI774 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

スポーツスタディｅ 

(Sports Study e) 

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 30 名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

体調管理や健康の維持・増進を基本に，シェイプアップやパフォーマンスの向上を目的としたトレーニング方法の習得，そして適

切な生活習慣を身につける． 

 

Students will deepen the understanding of basic concepts in health management to improve physical condition and promote 

overall well-being. This course will focus on training methods for the improvement of performance and general body conditioning 

with the aim of acquiring a healthy lifestyle. 

 

授業の内容（Course Contents） 

講義においては，トレーニング理論や方法，生活習慣の必要性，身体の仕組みやスポーツ文化などを解説する．実技において

は，ヨガやボディコンディショニング，様々なスポーツ種目で行われているトレーニングを視聴し，実際に実践し，体調管理や健康

の維持・増進のためにはどのような取り組みが必要なのかを学習する．授業の流れは最初に講義または実技映像を視聴し，そ

の後各自課題および実技を行う．年齢や性別，体力，運動技術にあまり関係なく，自宅で楽しむことを重視したトレーニングを実

際に体験し，自分とスポーツ，健康との関係や将来の自身の健康とスポーツのあり方を考究する． 

 

Through theory and practice, this course tries to examine basic concepts of health management, maintenance of physical 

condition and promotion of health as well as the cultural significance and meaning of physical exercise and sport as a lifelong 

activity. Lectures will offer an introduction to training theory and methods, the necessity of a proper lifestyle, the mechanism of 

the human body and sport culture. Using short videos, students will actually experience various forms of exercise, work-outs, 

training or sports that can be easily done at home. In overall, this course is designed to offer students an opportunity to reflect 

on their own health and the relation to exercise and sports in order to achieve well-being and a healthy lifestyle in the future. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 講義 1：新型コロナウィルス（加藤），スポーツの必要性（運動処方）・睡眠（石渡） 

2. 講義 2：ウエルネス論（大石（和）），栄養と食生活（杉浦），身体動作の仕組み（石井） 

3. 講義 3：スポーツ文化論（松尾），スポーツジェンダー論（佐野），海外のスポーツ文化（ライトナー） 

4. 講義 4：運動前の準備（安松），ウォーキング・ランニング（沼澤） ，ネイチャーキャンプへの招待（濁川） 

5. 実技 1：ヨガ・ピラティス（大石（友），杉本） 

6. 実技 2：筋力・体幹トレーニングトレーニング（岡田，マックグラス，高橋，堀江） 

7. 実技 3：ボディコンディショニング（吉田，伊藤（詩），アーント三浦） 

8. 実技 4：東洋フィットネス（劉，新井） 

9. 実技 5：投げる種目のトレーニング（村本，北村，中村，柳田） 

10. 実技 6：蹴る種目のトレーニング（笛木，檜山，川本） 

11. 実技 7：打つ種目のトレーニング（田中，後藤，西島，江原） 

12. 実技 8：全身運動系のトレーニング（小谷，足立，西谷，富澤） 

13. 講義と実技の振り返り 

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） 

レポート試験(Report Exam)(50%)/毎週提出する課題(50%) 

単位の取得には 2/3 以上の課題提出が必要となる。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

必要に応じて授業中に紹介する． 



 

 - 1581 - 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

オンデマンド授業．  

課題の提出期限：授業の最後に出される課題は次の授業が配信されるまでに提出すること．それ以降になると，過去の授業閲覧

はできるが，課題の提出は不可となる． 

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．具体的な授業の受講方法は Blackboard 上で示

し、第 1 回目の授業内で説明するので，各自が必ずその内容を確認すること． 

実技の際には、周りの環境と体調管理に留意すること． 

 

  



 

 - 1582 - 

■FI778 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

スポーツスタディｅ 

(Sports Study e) 

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） 

体調管理や健康の維持・増進を基本に，シェイプアップやパフォーマンスの向上を目的としたトレーニング方法の習得，そして適

切な生活習慣を身につける． 

 

Students will deepen the understanding of basic concepts in health management to improve physical condition and promote 

overall well-being. This course will focus on training methods for the improvement of performance and general body conditioning 

with the aim of acquiring a healthy lifestyle. 

 

授業の内容（Course Contents） 

講義においては，トレーニング理論や方法，生活習慣の必要性，身体の仕組みやスポーツ文化などを解説する．実技において

は，ヨガやボディコンディショニング，様々なスポーツ種目で行われているトレーニングを視聴し，実際に実践し，体調管理や健康

の維持・増進のためにはどのような取り組みが必要なのかを学習する．授業の流れは最初に講義または実技映像を視聴し，そ

の後各自課題および実技を行う．年齢や性別，体力，運動技術にあまり関係なく，自宅で楽しむことを重視したトレーニングを実

際に体験し，自分とスポーツ，健康との関係や将来の自身の健康とスポーツのあり方を考究する． 

 

Through theory and practice, this course tries to examine basic concepts of health management, maintenance of physical 

condition and promotion of health as well as the cultural significance and meaning of physical exercise and sport as a lifelong 

activity. Lectures will offer an introduction to training theory and methods, the necessity of a proper lifestyle, the mechanism of 

the human body and sport culture. Using short videos, students will actually experience various forms of exercise, work-outs, 

training or sports that can be easily done at home. In overall, this course is designed to offer students an opportunity to reflect 

on their own health and the relation to exercise and sports in order to achieve well-being and a healthy lifestyle in the future. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 講義 1：新型コロナウィルス（加藤），スポーツの必要性（運動処方）・睡眠（石渡） 

2. 講義 2：ウエルネス論（大石（和）），栄養と食生活（杉浦），身体動作の仕組み（石井） 

3. 講義 3：スポーツ文化論（松尾），スポーツジェンダー論（佐野），海外のスポーツ文化（ライトナー） 

4. 講義 4：運動前の準備（安松），ウォーキング・ランニング（沼澤） ，ネイチャーキャンプへの招待（濁川） 

5. 実技 1：ヨガ・ピラティス（大石（友），杉本） 

6. 実技 2：筋力・体幹トレーニングトレーニング（岡田，マックグラス，高橋，堀江） 

7. 実技 3：ボディコンディショニング（吉田，伊藤（詩），アーント三浦） 

8. 実技 4：東洋フィットネス（劉，新井） 

9. 実技 5：投げる種目のトレーニング（村本，北村，中村，柳田） 

10. 実技 6：蹴る種目のトレーニング（笛木，檜山，川本） 

11. 実技 7：打つ種目のトレーニング（田中，後藤，西島，江原） 

12. 実技 8：全身運動系のトレーニング（小谷，足立，西谷，富澤） 

13. 講義と実技の振り返り 

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） 

レポート試験(Report Exam)(50%)/毎週提出する課題(50%) 

単位の取得には 2/3 以上の課題提出が必要となる。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

必要に応じて授業中に紹介する． 



 

 - 1583 - 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

オンデマンド授業．  

課題の提出期限：授業の最後に出される課題は次の授業が配信されるまでに提出すること．それ以降になると，過去の授業閲覧

はできるが，課題の提出は不可となる． 

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．具体的な授業の受講方法は Blackboard 上で示

し、第 1 回目の授業内で説明するので，各自が必ずその内容を確認すること． 

実技の際には、周りの環境と体調管理に留意すること． 

 

  



 

 - 1584 - 

■FI780 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

スポーツスタディｅ 

(Sports Study e) 

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 30 名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

体調管理や健康の維持・増進を基本に，シェイプアップやパフォーマンスの向上を目的としたトレーニング方法の習得，そして適

切な生活習慣を身につける． 

 

Students will deepen the understanding of basic concepts in health management to improve physical condition and promote 

overall well-being. This course will focus on training methods for the improvement of performance and general body conditioning 

with the aim of acquiring a healthy lifestyle. 

 

授業の内容（Course Contents） 

講義においては，トレーニング理論や方法，生活習慣の必要性，身体の仕組みやスポーツ文化などを解説する．実技において

は，ヨガやボディコンディショニング，様々なスポーツ種目で行われているトレーニングを視聴し，実際に実践し，体調管理や健康

の維持・増進のためにはどのような取り組みが必要なのかを学習する．授業の流れは最初に講義または実技映像を視聴し，そ

の後各自課題および実技を行う．年齢や性別，体力，運動技術にあまり関係なく，自宅で楽しむことを重視したトレーニングを実

際に体験し，自分とスポーツ，健康との関係や将来の自身の健康とスポーツのあり方を考究する． 

 

Through theory and practice, this course tries to examine basic concepts of health management, maintenance of physical 

condition and promotion of health as well as the cultural significance and meaning of physical exercise and sport as a lifelong 

activity. Lectures will offer an introduction to training theory and methods, the necessity of a proper lifestyle, the mechanism of 

the human body and sport culture. Using short videos, students will actually experience various forms of exercise, work-outs, 

training or sports that can be easily done at home. In overall, this course is designed to offer students an opportunity to reflect 

on their own health and the relation to exercise and sports in order to achieve well-being and a healthy lifestyle in the future. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 講義 1：新型コロナウィルス（加藤），スポーツの必要性（運動処方）・睡眠（石渡） 

2. 講義 2：ウエルネス論（大石（和）），栄養と食生活（杉浦），身体動作の仕組み（石井） 

3. 講義 3：スポーツ文化論（松尾），スポーツジェンダー論（佐野），海外のスポーツ文化（ライトナー） 

4. 講義 4：運動前の準備（安松），ウォーキング・ランニング（沼澤） ，ネイチャーキャンプへの招待（濁川） 

5. 実技 1：ヨガ・ピラティス（大石（友），杉本） 

6. 実技 2：筋力・体幹トレーニングトレーニング（岡田，マックグラス，高橋，堀江） 

7. 実技 3：ボディコンディショニング（吉田，伊藤（詩），アーント三浦） 

8. 実技 4：東洋フィットネス（劉，新井） 

9. 実技 5：投げる種目のトレーニング（村本，北村，中村，柳田） 

10. 実技 6：蹴る種目のトレーニング（笛木，檜山，川本） 

11. 実技 7：打つ種目のトレーニング（田中，後藤，西島，江原） 

12. 実技 8：全身運動系のトレーニング（小谷，足立，西谷，富澤） 

13. 講義と実技の振り返り 

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） 

レポート試験(Report Exam)(50%)/毎週提出する課題(50%) 

単位の取得には 2/3 以上の課題提出が必要となる。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

必要に応じて授業中に紹介する． 



 

 - 1585 - 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

オンデマンド授業．  

課題の提出期限：授業の最後に出される課題は次の授業が配信されるまでに提出すること．それ以降になると，過去の授業閲覧

はできるが，課題の提出は不可となる． 

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．具体的な授業の受講方法は Blackboard 上で示

し、第 1 回目の授業内で説明するので，各自が必ずその内容を確認すること． 

実技の際には、周りの環境と体調管理に留意すること． 
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■FI781 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

スポーツスタディｅ 

(Sports Study e) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
バイリンガル 

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） 
CMP1223 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
定員 30 名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

体調管理や健康の維持・増進を基本に，シェイプアップやパフォーマンスの向上を目的としたトレーニング方法の習得，そして適

切な生活習慣を身につける． 

 

Students will deepen the understanding of basic concepts in health management to improve physical condition and promote 

overall well-being. This course will focus on training methods for the improvement of performance and general body conditioning 

with the aim of acquiring a healthy lifestyle. 

 

授業の内容（Course Contents） 

講義においては，トレーニング理論や方法，生活習慣の必要性，身体の仕組みやスポーツ文化などを解説する．実技において

は，ヨガやボディコンディショニング，様々なスポーツ種目で行われているトレーニングを視聴し，実際に実践し，体調管理や健康

の維持・増進のためにはどのような取り組みが必要なのかを学習する．授業の流れは最初に講義または実技映像を視聴し，そ

の後各自課題および実技を行う．年齢や性別，体力，運動技術にあまり関係なく，自宅で楽しむことを重視したトレーニングを実

際に体験し，自分とスポーツ，健康との関係や将来の自身の健康とスポーツのあり方を考究する． 

 

Through theory and practice, this course tries to examine basic concepts of health management, maintenance of physical 

condition and promotion of health as well as the cultural significance and meaning of physical exercise and sport as a lifelong 

activity. Lectures will offer an introduction to training theory and methods, the necessity of a proper lifestyle, the mechanism of 

the human body and sport culture. Using short videos, students will actually experience various forms of exercise, work-outs, 

training or sports that can be easily done at home. In overall, this course is designed to offer students an opportunity to reflect 

on their own health and the relation to exercise and sports in order to achieve well-being and a healthy lifestyle in the future. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 講義 1：新型コロナウィルス（加藤），スポーツの必要性（運動処方）・睡眠（石渡） 

2. 講義 2：ウエルネス論（大石（和）），栄養と食生活（杉浦），身体動作の仕組み（石井） 

3. 講義 3：スポーツ文化論（松尾），スポーツジェンダー論（佐野），海外のスポーツ文化（ライトナー） 

4. 講義 4：運動前の準備（安松），ウォーキング・ランニング（沼澤） ，ネイチャーキャンプへの招待（濁川） 

5. 実技 1：ヨガ・ピラティス（大石（友），杉本） 

6. 実技 2：筋力・体幹トレーニングトレーニング（岡田，マックグラス，高橋，堀江） 

7. 実技 3：ボディコンディショニング（吉田，伊藤（詩），アーント三浦） 

8. 実技 4：東洋フィットネス（劉，新井） 

9. 実技 5：投げる種目のトレーニング（村本，北村，中村，柳田） 

10. 実技 6：蹴る種目のトレーニング（笛木，檜山，川本） 

11. 実技 7：打つ種目のトレーニング（田中，後藤，西島，江原） 

12. 実技 8：全身運動系のトレーニング（小谷，足立，西谷，富澤） 

13. 講義と実技の振り返り 

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） 

レポート試験(Report Exam)(50%)/毎週提出する課題(50%) 

単位の取得には 2/3 以上の課題提出が必要となる。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 
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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)） 

 

 

注意事項（Notice） 

オンデマンド授業．  

課題の提出期限：授業の最後に出される課題は次の授業が配信されるまでに提出すること．それ以降になると，過去の授業閲覧

はできるが，課題の提出は不可となる． 

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．具体的な授業の受講方法は Blackboard 上で示

し、第 1 回目の授業内で説明するので，各自が必ずその内容を確認すること． 

実技の際には、周りの環境と体調管理に留意すること． 
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■FI785 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

スポーツスタディｅ 

(Sports Study e) 

担当者名 

（Instructor） 
加藤 晴康(KATO HARUYASU) 

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） 

オンデマンド授業 

定員 200 名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

体調管理や健康の維持・増進を基本に，シェイプアップやパフォーマンスの向上を目的としたトレーニング方法の習得，そして適

切な生活習慣を身につける． 

 

Students will deepen the understanding of basic concepts in health management to improve physical condition and promote 

overall well-being. This course will focus on training methods for the improvement of performance and general body conditioning 

with the aim of acquiring a healthy lifestyle.  

 

授業の内容（Course Contents） 

講義においては，トレーニング理論や方法，生活習慣の必要性，身体の仕組みやスポーツ文化などを解説する．実技において

は，ヨガやボディコンディショニング，様々なスポーツ種目で行われているトレーニングを視聴し，実際に実践し，体調管理や健康

の維持・増進のためにはどのような取り組みが必要なのかを学習する．授業の流れは最初に講義または実技映像を視聴し，そ

の後各自課題および実技を行う．年齢や性別，体力，運動技術にあまり関係なく，自宅で楽しむことを重視したトレーニングを実

際に体験し，自分とスポーツ，健康との関係や将来の自身の健康とスポーツのあり方を考究する． 

 

Through theory and practice, this course tries to examine basic concepts of health management, maintenance of physical 

condition and promotion of health as well as the cultural significance and meaning of physical exercise and sport as a lifelong 

activity. Lectures will offer an introduction to training theory and methods, the necessity of a proper lifestyle, the mechanism of 

the human body and sport culture. Using short videos, students will actually experience various forms of exercise, work-outs, 

training or sports that can be easily done at home. In overall, this course is designed to offer students an opportunity to reflect 

on their own health and the relation to exercise and sports in order to achieve well-being and a healthy lifestyle in the future. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 講義 1：新型コロナウィルス，スポーツの必要性（運動処方）・睡眠 

2. 講義 2：ウエルネス論，栄養と食生活，身体動作の仕組み 

3. 講義 3：スポーツ文化論，スポーツジェンダー論，海外のスポーツ文化 

4. 講義 4：運動前の準備，ウォーキング・ランニング ，ネイチャーキャンプへの招待 

5. 実技 1：ヨガ・ピラティス 

6. 実技 2：筋力・体幹トレーニングトレーニング 

7. 実技 3：ボディコンディショニング 

8. 実技 4：東洋フィットネス 

9. 実技 5：投げる種目のトレーニング 

10. 実技 6：蹴る種目のトレーニング 

11. 実技 7：打つ種目のトレーニング 

12. 実技 8：水中運動系のトレーニング 

13. 実技 9：全身運動系のトレーニング 

14. 講義と実技の振り返り，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） 

最終レポート(Final Report)(40%)/毎週提出する課題(60%) 

なお，単位の取得には 2/3 以上の課題提出が必要となる． 

 

テキスト（Textbooks） 

特に指定なし．必要に応じて授業中に紹介する． 

 

参考文献（Readings） 

特に指定なし．必要に応じて授業中に紹介する． 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

スポーツスタディ e に関する質問は下記のメールアドレスにて受け付けます． 

sports-study-e@ml.rikkyo.ac.jp 

 

文面に必ず【科目コード（例：FI〇〇〇）】【担当教員名】【学生番号】【氏名】【質問内容】の記載をお願いします． 

問合せ頂いた曜日・時間帯によっては，回答に時間が掛かる場合がありますのでご了承ください． 

 

最終レポート試験の内容については，第 14 回でお知らせする予定です． 

 

注意事項（Notice） 

【スポーツ実習科目に関する注意事項】 

1．スポーツ実習科目の受講には，「健康診断（Web問診）の受診が必須」となります． 

 授業初回に健康診断（Web問診）の受診の有無を確認します． 

 受診をしていない場合は成績評価の対象としない場合があるので，気をつけて下さい． 

https://spirit.rikkyo.ac.jp/health/checkup/SitePages/teiki.aspx  

 

2．第 1 回目の授業より実習が始まるので，「運動ができる服装・靴などを準備」し，授業に出席して下さい． 

 

3．スポーツ科目では授業内の安全管理上，授業中は「原則ビデオオン（顔出し）」にて参加して下さい． 

 

4．「授業当日の体調管理」や実技を行う際の「周囲の安全」には十分注意して行って下さい． 

 

【編集前】 
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■FI786 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

スポーツスタディｅ 

(Sports Study e) 

担当者名 

（Instructor） 
伊藤 詩織（ITO SHIORI） 

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） 

オンデマンド授業 

定員 200 名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

体調管理や健康の維持・増進を基本に，シェイプアップやパフォーマンスの向上を目的としたトレーニング方法の習得，そして適

切な生活習慣を身につける． 

 

Students will deepen the understanding of basic concepts in health management to improve physical condition and promote 

overall well-being. This course will focus on training methods for the improvement of performance and general body conditioning 

with the aim of acquiring a healthy lifestyle.  

 

授業の内容（Course Contents） 

講義においては，トレーニング理論や方法，生活習慣の必要性，身体の仕組みやスポーツ文化などを解説する．実技において

は，ヨガやボディコンディショニング，様々なスポーツ種目で行われているトレーニングを視聴し，実際に実践し，体調管理や健康

の維持・増進のためにはどのような取り組みが必要なのかを学習する．授業の流れは最初に講義または実技映像を視聴し，そ

の後各自課題および実技を行う．年齢や性別，体力，運動技術にあまり関係なく，自宅で楽しむことを重視したトレーニングを実

際に体験し，自分とスポーツ，健康との関係や将来の自身の健康とスポーツのあり方を考究する． 

 

Through theory and practice, this course tries to examine basic concepts of health management, maintenance of physical 

condition and promotion of health as well as the cultural significance and meaning of physical exercise and sport as a lifelong 

activity. Lectures will offer an introduction to training theory and methods, the necessity of a proper lifestyle, the mechanism of 

the human body and sport culture. Using short videos, students will actually experience various forms of exercise, work-outs, 

training or sports that can be easily done at home. In overall, this course is designed to offer students an opportunity to reflect 

on their own health and the relation to exercise and sports in order to achieve well-being and a healthy lifestyle in the future. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 講義 1：新型コロナウィルス，スポーツの必要性（運動処方）・睡眠 

2. 講義 2：ウエルネス論，栄養と食生活，身体動作の仕組み 

3. 講義 3：スポーツ文化論，スポーツジェンダー論，海外のスポーツ文化 

4. 講義 4：運動前の準備，ウォーキング・ランニング ，ネイチャーキャンプへの招待 

5. 実技 1：ヨガ・ピラティス 

6. 実技 2：筋力・体幹トレーニングトレーニング 

7. 実技 3：ボディコンディショニング 

8. 実技 4：東洋フィットネス 

9. 実技 5：投げる種目のトレーニング 

10. 実技 6：蹴る種目のトレーニング 

11. 実技 7：打つ種目のトレーニング 

12. 実技 8：水中運動系のトレーニング 

13. 実技 9：全身運動系のトレーニング 

14. 講義と実技の振り返り，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） 

最終レポート(Final Report)(40%)/毎週提出する課題(60%) 

なお，単位の取得には 2/3 以上の課題提出が必要となる． 

 

テキスト（Textbooks） 

特に指定なし．必要に応じて授業中に紹介する． 

 

参考文献（Readings） 

特に指定なし．必要に応じて授業中に紹介する． 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

スポーツスタディ e に関する質問は下記のメールアドレスにて受け付けます． 

sports-study-e@ml.rikkyo.ac.jp 

 

文面に必ず【科目コード（例：FI〇〇〇）】【担当教員名】【学生番号】【氏名】【質問内容】の記載をお願いします． 

問合せ頂いた曜日・時間帯によっては，回答に時間が掛かる場合がありますのでご了承ください． 

 

最終レポート試験の内容については，第 14 回でお知らせする予定です． 

 

注意事項（Notice） 

【スポーツ実習科目に関する注意事項】 

1．スポーツ実習科目の受講には，「健康診断（Web問診）の受診が必須」となります． 

 授業初回に健康診断（Web問診）の受診の有無を確認します． 

 受診をしていない場合は成績評価の対象としない場合があるので，気をつけて下さい． 

https://spirit.rikkyo.ac.jp/health/checkup/SitePages/teiki.aspx  

 

2．第 1 回目の授業より実習が始まるので，「運動ができる服装・靴などを準備」し，授業に出席して下さい． 

 

3．スポーツ科目では授業内の安全管理上，授業中は「原則ビデオオン（顔出し）」にて参加して下さい． 

 

4．「授業当日の体調管理」や実技を行う際の「周囲の安全」には十分注意して行って下さい． 

 

【編集前】 
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■FV101 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

ＧＬ１０１ 

(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。 

 

The objective of this course is to acquire and demonstrate “Global Leadership” in diverse environments, both domestically and 

internationally, through project-based learning, logical thinking and project management. To be specific, small teams will work 

together as a group (with discussions, mutual feedbacks, and other methods) to resolve issues provided by the client 

corporations. In addition, students will acquire variety of basic business skills during the process, including discussions, 

feedbacks, survey analysis, document creation, and presentations. 

 

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。 

 

The goal is to develop students’ leadership through participation in projects and working in small teams (4 to 5 members) to 

resolve issues provided by the client corporations. Through these classes, students can expect to experience joy of learning 

and making proposals, while fostering continuous learning and leadership in later in their lives. Each class consists of students 

from variety of faculties and years. To do that, students are tasked with developing and cultivating their leadership. Students 

must set their goals, share them with their peers, support their peers, and take initiative in their teams. Ultimately, students are 

expected to go beyond their teams and classes to develop and cultivate leadership of others. 

 

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
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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 6/27 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） 

 

 

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） 

本科目は、担当教員の実務経験、または実務に従事するゲスト・スピーカーの招聘講義等を活かした授業である。 
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■FV103 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

ＧＬ１０１ 

(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。 

 

The objective of this course is to acquire and demonstrate “Global Leadership” in diverse environments, both domestically and 

internationally, through project-based learning, logical thinking and project management. To be specific, small teams will work 

together as a group (with discussions, mutual feedbacks, and other methods) to resolve issues provided by the client 

corporations. In addition, students will acquire variety of basic business skills during the process, including discussions, 

feedbacks, survey analysis, document creation, and presentations. 

 

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。 

 

The goal is to develop students’ leadership through participation in projects and working in small teams (4 to 5 members) to 

resolve issues provided by the client corporations. Through these classes, students can expect to experience joy of learning 

and making proposals, while fostering continuous learning and leadership in later in their lives. Each class consists of students 

from variety of faculties and years. To do that, students are tasked with developing and cultivating their leadership. Students 

must set their goals, share them with their peers, support their peers, and take initiative in their teams. Ultimately, students are 

expected to go beyond their teams and classes to develop and cultivate leadership of others. 

 

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
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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 6/27 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） 

 

 

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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■FV111 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

ＧＬ１０１ 

(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。 

 

The objective of this course is to acquire and demonstrate “Global Leadership” in diverse environments, both domestically and 

internationally, through project-based learning, logical thinking and project management. To be specific, small teams will work 

together as a group (with discussions, mutual feedbacks, and other methods) to resolve issues provided by the client 

corporations. In addition, students will acquire variety of basic business skills during the process, including discussions, 

feedbacks, survey analysis, document creation, and presentations. 

 

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。 

 

The goal is to develop students’ leadership through participation in projects and working in small teams (4 to 5 members) to 

resolve issues provided by the client corporations. Through these classes, students can expect to experience joy of learning 

and making proposals, while fostering continuous learning and leadership in later in their lives. Each class consists of students 

from variety of faculties and years. To do that, students are tasked with developing and cultivating their leadership. Students 

must set their goals, share them with their peers, support their peers, and take initiative in their teams. Ultimately, students are 

expected to go beyond their teams and classes to develop and cultivate leadership of others. 

 

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
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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 6/27 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） 

 

 

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） 

本科目は、担当教員の実務経験、または実務に従事するゲスト・スピーカーの招聘講義等を活かした授業である。 
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■FV113 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

ＧＬ１０１ 

(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。 

 

The objective of this course is to acquire and demonstrate “Global Leadership” in diverse environments, both domestically and 

internationally, through project-based learning, logical thinking and project management. To be specific, small teams will work 

together as a group (with discussions, mutual feedbacks, and other methods) to resolve issues provided by the client 

corporations. In addition, students will acquire variety of basic business skills during the process, including discussions, 

feedbacks, survey analysis, document creation, and presentations. 

 

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。 

 

The goal is to develop students’ leadership through participation in projects and working in small teams (4 to 5 members) to 

resolve issues provided by the client corporations. Through these classes, students can expect to experience joy of learning 

and making proposals, while fostering continuous learning and leadership in later in their lives. Each class consists of students 

from variety of faculties and years. To do that, students are tasked with developing and cultivating their leadership. Students 

must set their goals, share them with their peers, support their peers, and take initiative in their teams. Ultimately, students are 

expected to go beyond their teams and classes to develop and cultivate leadership of others. 

 

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
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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 6/27 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） 

 

 

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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■FV117 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

ＧＬ１０１ 

(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。 

 

The objective of this course is to acquire and demonstrate “Global Leadership” in diverse environments, both domestically and 

internationally, through project-based learning, logical thinking and project management. To be specific, small teams will work 

together as a group (with discussions, mutual feedbacks, and other methods) to resolve issues provided by the client 

corporations. In addition, students will acquire variety of basic business skills during the process, including discussions, 

feedbacks, survey analysis, document creation, and presentations. 

 

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。 

 

The goal is to develop students’ leadership through participation in projects and working in small teams (4 to 5 members) to 

resolve issues provided by the client corporations. Through these classes, students can expect to experience joy of learning 

and making proposals, while fostering continuous learning and leadership in later in their lives. Each class consists of students 

from variety of faculties and years. To do that, students are tasked with developing and cultivating their leadership. Students 

must set their goals, share them with their peers, support their peers, and take initiative in their teams. Ultimately, students are 

expected to go beyond their teams and classes to develop and cultivate leadership of others. 

 

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
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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 6/27 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） 

 

 

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） 

本科目は、担当教員の実務経験、または実務に従事するゲスト・スピーカーの招聘講義等を活かした授業である。 
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■FV119 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

ＧＬ１０１ 

(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。 

 

The objective of this course is to acquire and demonstrate “Global Leadership” in diverse environments, both domestically and 

internationally, through project-based learning, logical thinking and project management. To be specific, small teams will work 

together as a group (with discussions, mutual feedbacks, and other methods) to resolve issues provided by the client 

corporations. In addition, students will acquire variety of basic business skills during the process, including discussions, 

feedbacks, survey analysis, document creation, and presentations. 

 

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。 

 

The goal is to develop students’ leadership through participation in projects and working in small teams (4 to 5 members) to 

resolve issues provided by the client corporations. Through these classes, students can expect to experience joy of learning 

and making proposals, while fostering continuous learning and leadership in later in their lives. Each class consists of students 

from variety of faculties and years. To do that, students are tasked with developing and cultivating their leadership. Students 

must set their goals, share them with their peers, support their peers, and take initiative in their teams. Ultimately, students are 

expected to go beyond their teams and classes to develop and cultivate leadership of others. 

 

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
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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 6/27 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） 

 

 

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 

(GL111) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Introduction to Leadership 

担当者名 

（Instructor） 
内藤 博之(NAITO 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） 
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 Leadership 

2. Leadership in a team of diversity 

3. Project Briefing from Client 

4. Project work with new learning #1 

5. Project work with new learning #2 

6. Project work with new learning #3 

7. Reflective Session Ⅰ 

8. Mid-presentation to clients: Poster Session 

9. Reflective Session Ⅱ 

10. Project work with new learning #4 

11. Presentation: Selection Round 

12. Final Presentation to client: Final Round 

13. Reflective Session: Teamwork 

14. Reflective Session: Individual Leadership development 

 

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

Students are required to spend additional 3-5 hours per week on 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 (ISBN-10: 1118399471 ISBN-13: 978-

1118399477) 

 

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

本科目は、担当教員の実務経験、または実務に従事するゲスト・スピーカーの招聘講義等を活かした授業である。 
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■FV132 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

ＧＬ１１１ 

(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 Leadership 

2. Leadership in a team of diversity 

3. Project Briefing from Client 

4. Project work with new learning #1 

5. Project work with new learning #2 

6. Project work with new learning #3 

7. Reflective Session Ⅰ 

8. Mid-presentation to clients: Poster Session 

9. Reflective Session Ⅱ 

10. Project work with new learning #4 

11. Presentation: Selection Round 

12. Final Presentation to client: Final Round 

13. Reflective Session: Teamwork 

14. Reflective Session: Individual Leadership development 

 

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

Students are required to spend additional 3-5 hours per week on 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 (ISBN-10: 1118399471 ISBN-13: 978-

1118399477) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■FV141 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

ＧＬ１０２ 

(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） 
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。 

 

The goal of this lecture is to cultivate students capable of learning and practicing theories of leadership development and 

capable of improving both their and others’ leadership. Specifically, students will 

 

(1) Understand mechanisms of acquiring leadership. 

 

(2) Understand methods to develop leadership. 

 

(3) Aim to practice promoting leadership development in others. 

 

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。 

 

This course touches on 3 topics. The first is to understand mechanisms of acquiring leadership. Specifically, students will 

understand theories about “how people grow” and the process of acquiring leadership. The second is to understand methods to 

develop leadership. Specifically, students will understand theories about “how to participate in and promote other people’s 

growth” and learn about methods and skills to participate in facilitation and coaching. The third is to practice promoting 

leadership development in others. Students will not only understand these theories in their minds but also interact with others 

and practice these theories. The course will be conducted with lectures and group works. Furthermore, “leadership development 

in others” as defined by this class includes a variety of targets such as subordinates, colleagues, seniors, and bosses. In 

addition, normally “leadership development in others” is not achieved alone. It is done by recognizing organizations and bosses’ 

goals and collaborating with them. This class will be conducted based on the perspective of “leadership development in others” 

described above. 

 

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 
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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 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 中原淳、舘野泰一、高橋俊之、2018、『リーダーシップ教育のフロンティア【研究編】: 高校生・大学生・社会人を成長させる「全

員発揮のリーダーシップ」』、北大路書房 (ISBN:4762830224) 

2. 中原淳、高橋俊之、舘野泰一、2018、『リーダーシップ教育のフロンティア【実践編】: 高校生・大学生・社会人を成長させる「全

員発揮のリーダーシップ」』、北大路書房 (ISBN:4762830232) 

 

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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■FV146 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

ＧＬ１０３                

(GL103) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
効果的なコミュニケーション力を強化する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） 
・定員 40 名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

本講義の目的はリーダーシップを発揮する際知っておくべき、人間の性格特性を学び、有効なコミュニケーションを行えるようにす

ることである。 

 

This course aims to is to instill effective communication skills based on knowledge of character traits, which is an important 

leadership skill.  

 

授業の内容（Course Contents） 

本講義ではリーダーシップを効果的に行うための人間特性の理解と、効果的なコミュニケーション方法の習得を、講義・演習・プロ

ジェクトワークを通じて実践的に行う。 

本講義を受講修了した者は、基本的な自己理解・他者理解のフレームを持ち、円滑なコミュニケーションの基礎を身につけている

ことを目指す。 

 

The purpose of this course is to develop students’ understanding of people's character traits and effective communication skills 

through lecture, exercise, and project work. Ultimately, students are expected to have a frame of basic understanding of self & 

others and basic skills in smooth communication. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入 

2. 自己理解１ 

3. 自己理解２ 

4. 他者理解１ 

5. 他者理解２ 

6. 人の認知特性について 

7. コミュニケーションの前提 

8. ペーシングとリーディング 

9. 実践プロジェクト課題設定 

10. プロジェクト進捗報告（１） 

11. プロジェクト進捗報告（２） 

12. 受講者プロジェクトを取りまとめる 

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） 

身の回りの人たちを使って自己理解・他者理解を深める課題を行う。 

身の回りの人たちを使ってコミュニケーション力を深める課題を行う。 

個別にプロジェクトを設定し課題として行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

クラスへの貢献(50%)/課題提出及び内容(50%) 

欠席３回で D 評価 

 

テキスト（Textbooks） 

適宜指示する。 

 

参考文献（Readings） 

適宜指示する。 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

本科目は、担当教員の実務経験、または実務に従事するゲスト・スピーカーの招聘講義等を活かした授業である。 
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■FV151 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

ＧＬ２０１ 

(GL201) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
質問力を強化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。PBL も行う。 

 

Necessity of effective leadership in mind even without authority, students will learn how to demonstrate their leadership and 

resolve problems by asking right questions.  PBL is included. 

 

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、クライアント企業からいただく課題を扱い、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。 

 

Students will organize action-learning sessions and their results should be reflected upon resolving issues, ability to ask 

questions, and leadership. Under the theme of problem-solving, students will deal with client company's agenda , seek real 

challenges beyond, draft their solutions, and enhance their ability to raise practical questions through actual activities. To 

enhance their coaching skills, students will also support their class members develop their leadership. There will be recaps on 

leadership and ability to ask questions in the mid-term and end of this class. 

 

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. クライアント企業からの課題について 

4. AL1 

5. AL2 

6. AL3 

7. 中間発表 

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、傾聴力を伸ばす 

11. コーチング３：気づきを与える、パワフルクエスチョンを学ぶ 

12. 本選 

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。 

プロジェクト課題をチームで考える。 

 

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） 
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適宜指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

本科目は、担当教員の実務経験、または実務に従事するゲスト・スピーカーの招聘講義等を活かした授業である。 
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■FV152 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

ＧＬ２０１ 

(GL201) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
質問力を強化したリーダーシップ開発 

担当者名 

（Instructor） 
内藤 博之（NAITO, 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） 
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。PBL も行う。 

 

Necessity of effective leadership in mind even without authority, students will learn how to demonstrate their leadership and 

resolve problems by asking right questions.  PBL is included. 

 

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、クライアント企業からいただく課題を扱い、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。 

 

Students will organize action-learning sessions and their results should be reflected upon resolving issues, ability to ask 

questions, and leadership. Under the theme of problem-solving, students will deal with client company's agenda , seek real 

challenges beyond, draft their solutions, and enhance their ability to raise practical questions through actual activities. To 

enhance their coaching skills, students will also support their class members develop their leadership. There will be recaps on 

leadership and ability to ask questions in the mid-term and end of this class. 

 

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. クライアント企業からの課題について 

4. AL1 

5. AL2 

6. AL3 

7. 中間発表 

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、傾聴力を伸ばす 

11. コーチング３：気づきを与える、パワフルクエスチョンを学ぶ 

12. 本選 

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。 

プロジェクト課題をチームで考える。 

 

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） 
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適宜指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

本科目は、担当教員の実務経験、または実務に従事するゲスト・スピーカーの招聘講義等を活かした授業である。 
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■FV153 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

ＧＬ２０１                

(GL201) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
質問力を強化したリーダーシップ開発 

担当者名 

（Instructor） 
今西 正和（IMANISHI 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） 
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。PBL も行う。 

 

Necessity of effective leadership in mind even without authority, students will learn how to demonstrate their leadership and 

resolve problems by asking right questions.  PBL is included. 

 

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、クライアント企業からいただく課題を扱い、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。 

 

Students will organize action-learning sessions and their results should be reflected upon resolving issues, ability to ask 

questions, and leadership. Under the theme of problem-solving, students will deal with client company's agenda , seek real 

challenges beyond, draft their solutions, and enhance their ability to raise practical questions through actual activities. To 

enhance their coaching skills, students will also support their class members develop their leadership. There will be recaps on 

leadership and ability to ask questions in the mid-term and end of this class. 

 

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. クライアント企業からの課題について 

4. AL1 

5. AL2 

6. AL3 

7. 中間発表 

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、傾聴力を伸ばす 

11. コーチング３：気づきを与える、パワフルクエスチョンを学ぶ 

12. 本選 

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。 

プロジェクト課題をチームで考える。 

 

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） 
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適宜指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

本科目は、担当教員の実務経験、または実務に従事するゲスト・スピーカーの招聘講義等を活かした授業である。 
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■FV161 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

ＧＬ２０２ 

(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 goal of this course is ｔo develop individual leadership to solve adaptive problems by creating new solutions and value with 

the power of inquiry as a team involving diverse people.   

 

To achieve that, what we aim at learning the followings: 

 

1. The methodology of ”Power of Inquiry", "Action Learning (Inquiry conference)", and “Effective Communication and Coaching 

methodologies”, etc. with the reasons why it is important in global society.  

 

2. Mindset and how to deal with “diversity and inclusion” of people which is very important for any leaders to practise and 

demonstrate in global society. 

 

3. New experience of team work as well as reflection to build effective learning among students in the class. May invite actual 

global leaders in the class depending on the needs of the students. 

 

授業の内容（Course Contents） 

Leadership is individually different, and in this rapidly changing world, it is essential to collaborate with diverse people to solve 

adaptive problems by creating new solutions and value in the society.    

 

Then how can you involve others and corporate with them? The power of Inquiry is one of the keys for it. In GL202, we will 

learn it through "Action Learning (Inquiry conference)“. Action learning is a practical methodology taken into practise in real 

companies and societies globally. Also, we will learn other “Basic Communication and Coaching methodologies” which will help 

you to contribute to new team with diverse people. 

 

By practicing them in real life as a team, we aim at brushing up "Leadership through Inquiry" which will hugely help all the 

students to solve adaptive problems by creating new solutions and value in real world. Also, in the end, we are going to connect 

its leadership and learning journey to your life-career so that we can continue to develop it further.   

 

*Those who have finished GL101/111/201 and who want to develop leadership further in diverse environment with speaking 

English are very welcome.   

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction: What is "Leadership through Inquiry"?  

2. Goal setting: Why do we learn "Leadership to collaborate with diverse people as a team"? 

3. Global mindset & Communication skills: How do we deal with diversity and inclusion?  

4. Inquiry skills: How do we question to others effectively?  

5. Action learning practice #1: What is action learning methodology to solve problems as a team? 

6. Action learning practice #2: Knowing the power of questions and the team dynamics 

7. Reflection & Input: How is your leadership practise so far? Sharing feedback each other. 

8. Global dialogue: What are the difficulties and needs of "Leadership through inquiry" in real? 

9. Action learning practice #3: Solving new problem with new team 

10. Action learning practice #4: Unleashing ownership 

11. Leadership Project: Solve a problem which global business person face with in reality 

12. Reflection & Input: How much did you contribute to the team? Sharing feedback each other. 

13. Leadership and Learning journey: What have we learned in GL202? Synthesizing the learning.  
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14. Connect with your life and future: What are the next leadership challenges for you?  

 

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

1. Weekly assignment will require 1-2 hours/week. 

2. Group project will require 1-2 hours/week of work outside class with group members. (the latter half of the sessions) 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Active Participation in class(40%)/Personal Contribution to Group Work(30%)/Personal Assignment(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 you miss a class. 

 

テキスト（Textbooks） 

Textbook will be announced in the class.  

 

参考文献（Readings） 

1. Michael Marquardt, Shannon Banks, Peter Cauwelier, Choon Seng Ng. 2018/4/17. Optimizing the Power of Action Learning, 
3rd Edition: Real-Time Strategies for Developing Leaders, Building Teams and Transforming Organizations. Nicholas Brealey 

(ISBN:978-1473676961) 

2. Michael J. Marquardt. 2014/2/17. Leading with Questions: How Leaders Find the Right Solutions by Knowing What to Ask. 

Jossey-Bass (ISBN:978-1118658130) 

3. Ronald A. Heifetz and Marty Linsky. 2009/04/14. The Practice of Adaptive Leadership: Tools and Tactics for Changing Your 
Organization and the World. Harvard Business Review Press (ISBN:978-1422105764) 

4. James M. Kouzes. 2018/03/17. The Student Leadership Challenge: Five Practices for Becoming an Exemplary Leader (J-B 
Leadership Challenge: Kouzes/Posner) . Jossey-Bass (ISBN:978-1119421917) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

本科目は、担当教員の実務経験、または実務に従事するゲスト・スピーカーの招聘講義等を活かした授業である。 
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■FV162 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

ＧＬ２０２ 

(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 goal of this course is ｔo develop individual leadership to solve adaptive problems by creating new solutions and value with 

the power of inquiry as a team involving diverse people.   

 

To achieve that, what we aim at learning the followings: 

 

1. The methodology of ”Power of Inquiry", "Action Learning (Inquiry conference)", and “Effective Communication and Coaching 

methodologies”, etc. with the reasons why it is important in global society.  

 

2. Mindset and how to deal with “diversity and inclusion” of people which is very important for any leaders to practise and 

demonstrate in global society. 

 

3. New experience of team work as well as reflection to build effective learning among students in the class. May invite actual 

global leaders in the class depending on the needs of the students. 

 

授業の内容（Course Contents） 

Leadership is individually different, and in this rapidly changing world, it is essential to collaborate with diverse people to solve 

adaptive problems by creating new solutions and value in the society.    

 

Then how can you involve others and corporate with them? The power of Inquiry is one of the keys for it. In GL202, we will 

learn it through "Action Learning (Inquiry conference)“. Action learning is a practical methodology taken into practise in real 

companies and societies globally. Also, we will learn other “Basic Communication and Coaching methodologies” which will help 

you to contribute to new team with diverse people. 

 

By practicing them in real life as a team, we aim at brushing up "Leadership through Inquiry" which will hugely help all the 

students to solve adaptive problems by creating new solutions and value in real world. Also, in the end, we are going to connect 

its leadership and learning journey to your life-career so that we can continue to develop it further.   

 

*Those who have finished GL101/111/201 and who want to develop leadership further in diverse environment with speaking 

English are very welcome.   

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction: What is "Leadership through Inquiry"?  

2. Goal setting: Why do we learn "Leadership to collaborate with diverse people as a team"? 

3. Global mindset & Communication skills: How do we deal with diversity and inclusion?  

4. Inquiry skills: How do we question to others effectively?  

5. Action learning practice #1: What is action learning methodology to solve problems as a team? 

6. Action learning practice #2: Knowing the power of questions and the team dynamics 

7. Reflection & Input: How is your leadership practise so far? Sharing feedback each other. 

8. Global dialogue: What are the difficulties and needs of "Leadership through inquiry" in real? 

9. Action learning practice #3: Solving new problem with new team 

10. Action learning practice #4: Unleashing ownership 

11. Leadership Project: Solve a problem which global business person face with in reality 

12. Reflection & Input: How much did you contribute to the team? Sharing feedback each other. 

13. Leadership and Learning journey: What have we learned in GL202? Synthesizing the learning.  
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14. Connect with your life and future: What are the next leadership challenges for you?  

 

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

1. Weekly assignment will require 1-2 hours/week. 

2. Group project will require 1-2 hours/week of work outside class with group members. (the latter half of the sessions) 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Active Participation in class(40%)/Personal Contribution to Group Work(30%)/Personal Assignment(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 you miss a class. 

 

テキスト（Textbooks） 

Textbook will be announced in the class.  

 

参考文献（Readings） 

1. Michael Marquardt, Shannon Banks, Peter Cauwelier, Choon Seng Ng. 2018/4/17. Optimizing the Power of Action Learning, 
3rd Edition: Real-Time Strategies for Developing Leaders, Building Teams and Transforming Organizations. Nicholas Brealey 

(ISBN:978-1473676961) 

2. Michael J. Marquardt. 2014/2/17. Leading with Questions: How Leaders Find the Right Solutions by Knowing What to Ask. 

Jossey-Bass (ISBN:978-1118658130) 

3. Ronald A. Heifetz and Marty Linsky. 2009/04/14. The Practice of Adaptive Leadership: Tools and Tactics for Changing Your 
Organization and the World. Harvard Business Review Press (ISBN:978-1422105764) 

4. James M. Kouzes. 2018/03/17. The Student Leadership Challenge: Five Practices for Becoming an Exemplary Leader (J-B 
Leadership Challenge: Kouzes/Posner) . Jossey-Bass (ISBN:978-1119421917) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■FV310 

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） 
高井 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 30 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.  Depending on the availability of guest speakers, the topic maybe adjusted.  

 

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 

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. Conflict, Speaker to be confirmed 

12. Discussion, Getting ready for final presentation 

13. Final presentation 1 

14. Final presentation 2 

 

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 news articles (online) and submit two short papers during the semester. 

Students are also asked to work in a small group to explore further on a specific topic of global issues, and present in the class.  

 

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） 

Students are requested to have basic understanding of Sustainable Development Goals prior to the class.  

https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/ 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

This course is conducted in English and your participation is critical. This is not a lecture style class. Students are required to 

have adequate level of comprehension, communication and writing abilities in English. Students are also required to actively 

participate in group discussions during the class and group work in preparation for final presentation.  

 

注意事項（Notice） 
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本科目は、担当教員の実務経験、または実務に従事するゲスト・スピーカーの招聘講義等を活かした授業である。 
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■FV317 

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） 

Introduction to  global development issues and how we are addressing these issues 

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 

担当者名 

（Instructor） 
高井 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） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

Students will understand various global issues from different viewpoints - the United Nations, the government and civil society 

and other stakeholders.  Students are expected to be able to express their own opinions and develop analytical thinking to the 

issues through dialogue in class and assignments.   

 

授業の内容（Course Contents） 

This course provides students many aspects of global issues according to the list of Sustainable Development Goals. Depending 

on the availability of guest speakers, the topics discussed during the class maybe adjusted.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Guidance 1: Introduction and setting your own goals 

2. Guidance 2:  Global Issues and Sustainable Development Goals 

3. Sustainable Development Goals (SDGs) 1 No Poverty (1), Zero Hunger (2),   Guest Speaker (to be confirmed)     

4. Group work: reflection on the previous class and discussion 

5. Sustainable Development Goals (SDGs) 2 Decent Work and Economic Growth (8), Reduced Inequalities (10) Guest 

Speaker (to be confirmed)     

6. Group work: reflection on the previous class and discussion 

7. Sustainable Developments Goals (SDGs) 3 Good Health and Well-Being (3), Clean Water and Sanitation (6) Guest 

Speaker (to be confirmed)     

8. Group work: reflection on the previous class and discussion 

9. Sustainable Development Goals (SDGs) 4: Quality Education (4), Gender Equality (5)  Guest Speaker (adjusting)  Guest 

Speaker (to be confirmed)     

10. Group work: reflection on the previous class and discussion 

11. Sustainable Development Goals (SDGs) 5: Affordable and Clean Energy (7), Climate Action (13), Responsible 

Consumption and Production (12), Life Bellow Water (14), Life on Land (15)  Guest Speaker (to be confirmed)    

12. Group work: reflection on the previous class and discussion 

13. Final presentation -1 

14. Final presentation -2 

 

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

Students are asked to read at least four English news articles (online) and submit one reading journal during the semester.  

Students are also asked to work in a small group to explore further on a specific topic of global issues, and present in the class.  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Active in-class participation/reaction paper(30%)/Reading journal and final paper(40%)/Final presentation(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

Students are requested to have basic understanding of Sustainable Development Goals prior to the class.  

https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/ 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

This course is conducted in English and your participation is critical. This is not a lecture style class. Students are required to 

have adequate level of comprehension, communication and writing abilities in English. Students are also required to actively 

participate in group discussions during the class and group work in preparation for final presentation.  
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注意事項（Notice） 

本科目は、担当教員の実務経験、または実務に従事するゲスト・スピーカーの招聘講義等を活かした授業である。 

 

  



 

 - 1626 - 

■FV322 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

ソリューション・アプローチ（開発経済） 

(Solution Approach (development economics)) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
How can poor countires develop? 

担当者名 

（Instructor） 
 

学期 

（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） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

Students are expected to learn （1） 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.  

 

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.   

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction and basic facts: What are development and growth?  

2. Poverty and Inequality: Becoming better or worse in the World and Japan? 

3. Why could Japan develop? 

4. How can we prevent disasters? 

5. What are water issues in the World?  

6. How climate is changing?  

7. Exercise I：Formulating country assistance program  

8. What are issues of urbanization?  

9. Why is infrastructure important in development?  

10. How can transport develop?  

11. What are governance and finance in health?  

12. Development Assistance, What is carrier pass in international organizations? 

13. Exercise II: Formulating assistance project 

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 

3. ジェフリー・サックス、2014、『貧困の終焉: 2025 年までに世界を変える』、ハヤカワ文庫 (ISBN:9784150504045) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

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（強制移転・移住） 

(Solution Approach (displacement / migration)) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Forced Displacement/Migration: The Global Picture of People on Move and its Impacts 

担当者名 

（Instructor） 
佐藤 滋之（SATO SHIGEYUKI） 

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） 
Class Schedule: 9/14～15 (period 1 to 5) 9/16 (period 1 to 4) / Room：1204    

 

授業の目標（Course Objectives） 

This course aims to gain a comprehensive understanding of global movement of people, with particularly emphasis on the 

refugees and migrants.   

 

授業の内容（Course Contents） 

The issues of global movement of refugees and migrants have been the center of the world politics in recent years. However, 

the phenomenon is very complicated and often misunderstood. This lecture will give some basic knowledge to understand the 

global movement of people correctly. 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: People on Move 

2. Forced Displacement: Refugees and Internally Displaced Persons 

3. The International Regime for Refugee Protection 

4. Refugee Films (1) 

5. Refugee Films (2) 

6. Durable Solutions for Refugees 

7. Refugee Problems and Japan 

8. Transition of Refugee Policies 

9. History of Migration 

10. Japanese History of Migration 

11. Globalization and Migration 

12. Securitization of Migrants 

13. Migration and Social Changes 

14. Final Test 

 

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

Students are requested to use the online-tool BLACKBOARD at Rikkyo University 

(https://spirit.rikkyo.ac.jp/blackboard/Home.aspx) to obtain course materials. It is mandatory to read daily newspapers and 

references prior to each class.  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Mid-term Report(20%)/Participation in Class(40%)/最終テスト(Final Test)(40%) 

2020 年 4 月 22 日シラバス変更：誤記訂正【変更前】筆記試験 50％ 平常点 50%(Mid-term Report(10%)、Participation in 

Class(40%)) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 山田満, 滝澤三郎（編著）、2017、『難民を知るための基礎知識：政治と人権の葛藤を越えて』、明石書店 

(ISBN:9784750344164) 

2. Alexander Betts, Gil Loescher, and James Milner. 2013. UNHCR：The Politics and Practice of Refugee Protection（Second 
Edition）. Routledge (ISBN:9781136509070) 

3. S. カースルズ, M. J. ミラー (著), 関根政美, 関根薫 (監訳)、2011、『国際移民の時代（第 4版）』、名古屋大学出版会 

(ISBN:9784815806552) 

4. Khalid Koser. 2016. International Migration: A Very Short Introduction. Oxford University Press (978198753773) 
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Other reading materials will be distributed at class.  

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

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（紛争と平和） 

(Solution Approach (Conflict and Peace)) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Conflict and Peace: Is the World without war possible – or disillusion? 

担当者名 

（Instructor） 
渡部 真由美 (WATABE MAYUMI) 

学期 

（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） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

This course examines both theoretical and practical frameworks for understanding conflict, with particular attention to micro- 

and macro-structures and dynamics preventing peace to sustain.  

 

授業の内容（Course Contents） 

The course provides students with some of the analytical skills needed to understand how conflicts develop, to identify root 

causes of conflict at interpersonal, intergroup, and international levels. In particular, the focus is given to (1) actors analysis of 

conflict (victims, perpetrators and bystanders) to realize how “ordinary people” are engaged in conflict escalation, and to (2) 

post-conflict issues such as peacebuilding and reconciliation, and the roles of UN, regional organizations, States, and civil 

societies. In addition, several case studies of conflicts and genocides in the past are discussed, and guest speakers who are 

active in peacebuilding-related fields are invited to provide the real sense of what has been happening on the ground. At the 

end of the course, the concept of human security as a tool to peacebuilding and sustainable security is introduced and students 

are required to engage in simulation exercises of implementing the concept in conflict-related fields.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction  

2. Conflict and Violence: Definition, Nature and Causes of Armed Conflict 

3. Actor Analysis in the Field of Conflicts: Victims, Perpetrators, and Bystanders  

4. Thematic Approach: (1) Forms of Violence in Conflicts 

5. Thematic Approach: (2) Forgiveness and Reconciliation 

6. Thematic Approach: (3) Peacemaking, Peacekeeping, and Peacebuilding  

7. Case Studies: (1) Wars in the Balkans (Bosnian War and Kosovo War) 

8. Case Studies: (2) Rwanda 

9. Case Studies: (3) Syria 

10. Genocide Prevention: Roles of UN, States, and Civil Societies 

11. Terrorism and Peacekeeping Operations 

12. Solutions to Conflict Prevention: (1) “Human Security” and Post-conflict Transition 

13. Solutions to Conflict Prevention: (2) Implementing “Human Security” in the Fields 

14. Wrap-up & Final Test 

 

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

Students are requested to work as part of a small group to provide presentations on the issues of conflict and peace. Further 

information shall be provided in the first class. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(40%)/授業貢献度（Participation)(20%)/プレゼンテーション（Presentation)(20%)/コメント・ペーパー

（Comment Paper)(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. ヨハン・ガルトゥング、1991、『「構造的暴力と平和」』、中央大学出版部 

2. フィリップ・ジンバルドー、2015、『「ルシファー・エフェクト‐ふつうの人が悪魔に変わるとき」』、海と月社 (78-4-903212-46-3) 

3. 長有紀枝、2012、『「入門 人間の安全保障」』、中公新書 (ISBN:978-4-12-102195-3) 

4. Commission of Human Security. 2003. Human Security Now: Protecting and Empowering People 
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Additional reading list shall be provided in line with the relevance of course context. 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

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（人道支援） 

(Solution Approach (humanitarian aid)) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 

Humanitarian Assistance: Where are we? How do you want to become part of the 

solution? 

担当者名 

（Instructor） 
高井 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） 
 

 

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.  The humanitarian community is moving to a rights- based approach 

in most settings including in peace building, 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. Students are 

requested to actively participate in discussion and presentation throughout the course.  Depending on the availability of guest 

speakers, the topics covered in the course maybe adjusted.  

 

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 

1. Submit an essay at the end of the course. 

2. Work along with other students in a small group to work on one of the topics covered in the course to make a brief 

presentation. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Active participation and submission of reaction papers(40%)/Final report(30%)/Group presentation(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

No specific text book required.  

 

参考文献（Readings） 

Throughout the course, we will be referring to Sphere Handbook. 

https://spherestandards.org/handbook-2018/ 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

Throughout the course, students are requested to actively participate in discussions in small groups.  

Students need to be ready to discuss various topics on humanitarian assistance in English during the class.  
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注意事項（Notice） 

本科目は、担当教員の実務経験、または実務に従事するゲスト・スピーカーの招聘講義等を活かした授業である。 

 

  



 

 - 1633 - 

■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  

 

対面授業（詳細は

https://spirit.rikkyo.ac.jp/academic_affairs/common/SitePages/stuinfo21.aspx 掲載の

対面授業実施科目一覧を確認のこと） 

 

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。 

 

Students will follow service-learning methods and participate in educational supports in Saitama Prefecture, focusing on middle 

school students from financially challenged populations. By involving in actual operations of public assistance system, one of 

Japan’s social security core policy, students will deepen their understanding on various issues including poverty, discrimination, 

and social inclusion. 

 

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。 

 

As their prior training in the university, students will learn about public assistance system and child poverty. 

As activities outside of the university, students will participate in Asuport Classroom organized by Asuport general incorporated 

association as instructors and support learning of participating middle school students. 

As post learning, students will participate in briefing sessions to report on their learning results and realizations during prior 

learning and Asuport Classroom activities, as well as current status of public assistance system. 

 

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。 
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駒村康平・田中聡一郎（2019）『検証・新しいセーフティネット――生活困窮者自立支援制度と埼玉県アスポート事業の挑戦』 

 

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） 

1. 駒村康平・田中聡一郎、2019、『検証・新しいセーフティネット』、新泉社 (ISBN:4787719076) 

適宜、授業時に紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

「事前説明会」は 8 月下旬～9月上旬に Web配信で行う予定です。履修を希望する場合は必ず視聴してください。 

「事前説明会」の詳細な日程は、R-Guide、「立教時間」のお知らせ、SPIRIT Gmail、RSLセンターHP、RSLセンター公式 Twitter

等でお知らせします。 

R Guide→https://spirit.rikkyo.ac.jp/academic_affairs/SiteAssets/yoko/file/zenkari/2021/sogo/rsl.pdf 

RSLセンターHP→https://spirit.rikkyo.ac.jp/rsl/SitePages/index.aspx 

RSLセンターTwitter→https://twitter.com/rikkyo_rsl 

 

【8 月 28 日 シラバス変更】以下、追記 

【重要】履修登録前に学外活動参加について自身の責任で保護者の同意を得ること。 

履修申込をした時点で学外活動参加について保護者の同意を得ているものとみなす。 

・授業は「事前・事後学習」（池袋キャンパス及び Zoomによる遠隔授業）＋「学外活動」（アスポート学習支援活動）で行われる。

なお、学外活動は原則 4 回参加しなければならない。 

① 事前学習：前半 4 回（うち 2回は対面授業、2 回は Zoomによる遠隔授業を予定） 

② 学外活動：2 時間×4 回 

③ 事後学習：後半 6 回(Zoomによる遠隔授業) 

・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、旅行代理店経由で行う。 

・新型コロナウイルスの影響により学外活動が実施できない場合は、Zoomにより教育支援員へのインタビューと遠隔授業を実施

する予定である。詳細は第 1 回目の授業で説明する。 

・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。 

・健康診断は Web問診（健康調査）を受診しておくこと。 

 

【6 月 26 日 シラバス変更】以下、変更前 

・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。 

＜事前説明会＞ 

6 月 24 日（水）12:35～13:15 新座キャンパス N232 教室 

7 月 1 日（水）12:35～13:15 池袋キャンパス 5223 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、旅行代理店経由で行う。 

・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。  

・当該年度の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） 

本科目は、インターンシップや学外活動等の実践的な学びを中心に構成する授業である。 

 



 

 - 1635 - 
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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） 
後藤 隆基(GOTO RYUKI) 

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 

 

対面授業（詳細は

https://spirit.rikkyo.ac.jp/academic_affairs/common/SitePages/stuinfo21.aspx 掲載の

対面授業実施科目一覧を確認のこと） 

 

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人文科学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、大学等との対話を通じて、それぞれの立場や視点、背景等を理解・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発見し、改善を図るための方法論（近隣連帯の仕組みづくり）を歴史・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。 

 

This course aims to the following: 

(1) Understand and become capable of explaining the regional features of Ikebukuro, the status and issues concerning multi-

cultural coexistence from humanities perspective.  

 

(2) Understand and become capable of explaining where the student’s social interest meets the issues concerning multi-cultural 

coexistence in Ikebukuro.  

 

(3) Through communication with local residents, foreign residents, municipality, and university, etc., understand and respect the 

positioning, perspective, and background of each stakeholder, build own view, and become capable of explaining the view.  

 

(4) Identify various local issues concerning multi-cultural coexistence, and prepare a proactive and specific methodology for 

improvement (creation of a structure for neighborhood solidarity) based on themes such as history, welfare, art and culture, 

etc., and become capable of explaining the expected effect. 

 

授業の内容（Course Contents） 

本授業では、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課題発見および改善

のための仕掛け・仕組みづくりの過程に取り組む。2020 年度は、履修者を 3 つのテーマ・グループ（歴史・記憶班、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、身近な生活課題を発見・改善する近隣連帯の仕組みにつ

ながるアプローチを、フィールド活動として近隣関係者のインタビューを通じて考える。 

 

With help from local stakeholders and experts, students will learn the history, current status, and issues surrounding the 

creation of multi-cultural coexistence in the local community of Ikebukuro, the center of Toshima-ku, which is promoting 

international urban planning, and engage in identification of issues and creation of a framework/structure for improvement 

through collaboration with the residents. For AY2020, students will be divided into three theme groups (history/memory group, 

next-generation/child-rearing group, arts and culture group) to devise an approach that will lead to opportunities for exchange 

that contributes to the multi-cultural coexistence in Ikebukuro and a structure for neighborhood solidarity to identify/improve 

basic living issues based on interviews conducted with neighborhood stakeholders as field work. 

 

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 
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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：グループ別発表 

14. 事後学習③：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） 

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－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)） 

「事前説明会」は 8 月下旬～9月上旬に Web配信で行う予定です。履修を希望する場合は必ず視聴してください。 

「事前説明会」の詳細な日程は、R-Guide、「立教時間」のお知らせ、SPIRIT Gmail、RSLセンターHP、RSLセンター公式 Twitter

等でお知らせします。 

R Guide→https://spirit.rikkyo.ac.jp/academic_affairs/SiteAssets/yoko/file/zenkari/2020/sogo/rsl.pdf 

RSLセンターHP→https://spirit.rikkyo.ac.jp/rsl/SitePages/index.aspx 

RSLセンターTwitter→https://twitter.com/rikkyo_rsl 

 

【重要】（9 月 11 日 更新） 

・授業は「事前・事後学習」（池袋キャンパス及び Zoomによる遠隔授業）＋「学外活動」（Zoom を使用したインタビュー活動）で行

われる。 

インタビュー活動は原則、事前・事後学習と同様に金曜日の 3限を予定している。そのため、秋学期金曜日 3 限に他の科目を登

録しないこと。詳細は初回の池袋キャンパスでの授業時（対面授業）に説明する。 

① 事前学習：4 回（うち 3 回は対面授業、1 回は Zoomによる遠隔授業を予定） 

② 学外活動：グループに分かれてオンラインによるインタビュー活動（１グループ 3 人のインタビュー者を予定。一人のイ

ンタビュー者につき、3 回のインタビューを実施する予定。その他、インタビュー記録等の作成をする） 

③ 事後学習：3 回（対面授業） 

・新型コロナウイルスの影響により池袋キャンパスでの事前・事後学習が実施できない場合は、Zoomによる遠隔授業に切替て

実施する予定である。詳細は第 1 回の授業で説明する。 

・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。 

 

 

【6 月 26 日 シラバス変更】以下、変更前 

・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 26 日（金）12:35～13:15 新座キャンパス 2 号館 N232 教室 

7 月 3 日（金）12:35～13:15 池袋キャンパス 5 号館 5223 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 金曜日 13:25～15:05 池袋キャンパス 5 号館 5209 教室（初回授業日 9 月 25 日（金）） 

②学外活動：7 回程度 詳細は、授業時に指示をします。 

③事後学習：後半 3 回 金曜日 13:25～15:05 

※秋学期金曜日 3 限に他の科目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、旅行代理店経由で行う。 

・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
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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。  

・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） 

本科目は、インターンシップや学外活動等の実践的な学びを中心に構成する授業である。 
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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） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

2012～2015 年度 1 年次入学者対象科目  定員 15 名  

 

 

対面授業（詳細は

https://spirit.rikkyo.ac.jp/academic_affairs/common/SitePages/stuinfo21.aspx 掲載の

対面授業実施科目一覧を確認のこと） 

 

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。 

 

Students will follow service-learning methods and participate in educational supports in Saitama Prefecture, focusing on middle 

school students from financially challenged populations. By involving in actual operations of public assistance system, one of 

Japan’s social security core policy, students will deepen their understanding on various issues including poverty, discrimination, 

and social inclusion. 

 

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。 

 

As their prior training in the university, students will learn about public assistance system and child poverty. 

As activities outside of the university, students will participate in Asuport Classroom organized by Asuport general incorporated 

association as instructors and support learning of participating middle school students. 

As post learning, students will participate in briefing sessions to report on their learning results and realizations during prior 

learning and Asuport Classroom activities, as well as current status of public assistance system. 

 

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。 
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駒村康平・田中聡一郎（2019）『検証・新しいセーフティネット――生活困窮者自立支援制度と埼玉県アスポート事業の挑戦』 

 

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） 

1. 駒村康平・田中聡一郎、2019、『検証・新しいセーフティネット』、新泉社 (ISBN:4787719076) 

適宜、授業時に紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

「事前説明会」は 8 月下旬～9月上旬に Web配信で行う予定です。履修を希望する場合は必ず視聴してください。 

「事前説明会」の詳細な日程は、R-Guide、「立教時間」のお知らせ、SPIRIT Gmail、RSLセンターHP、RSLセンター公式 Twitter

等でお知らせします。 

R Guide→https://spirit.rikkyo.ac.jp/academic_affairs/SiteAssets/yoko/file/zenkari/2021/sogo/rsl.pdf 

RSLセンターHP→https://spirit.rikkyo.ac.jp/rsl/SitePages/index.aspx 

RSLセンターTwitter→https://twitter.com/rikkyo_rsl 

 

【8 月 28 日 シラバス変更】以下、追記 

【重要】履修登録前に学外活動参加について自身の責任で保護者の同意を得ること。 

履修申込をした時点で学外活動参加について保護者の同意を得ているものとみなす。 

・授業は「事前・事後学習」（池袋キャンパス及び Zoomによる遠隔授業）＋「学外活動」（アスポート学習支援活動）で行われる。

なお、学外活動は原則 4 回参加しなければならない。 

① 事前学習：前半 4 回（うち 2回は対面授業、2 回は Zoomによる遠隔授業を予定） 

② 学外活動：2 時間×4 回 

③ 事後学習：後半 6 回(Zoomによる遠隔授業) 

・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、旅行代理店経由で行う。 

・新型コロナウイルスの影響により学外活動が実施できない場合は、Zoomにより教育支援員へのインタビューと遠隔授業を実施

する予定である。詳細は第 1 回目の授業で説明する。 

・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。 

・健康診断は Web問診（健康調査）を受診しておくこと。 

 

【6 月 26 日 シラバス変更】以下、変更前 

・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。 

＜事前説明会＞ 

6 月 24 日（水）12:35～13:15 新座キャンパス N232 教室 

7 月 1 日（水）12:35～13:15 池袋キャンパス 5223 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、旅行代理店経由で行う。 

・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。  

・当該年度の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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 - 1642 - 

■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） 
後藤 隆基(GOTO RYUKI) 

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） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

2012～2015 年度 1 年次入学者対象科目  定員 15 名  

 

 

対面授業（詳細は

https://spirit.rikkyo.ac.jp/academic_affairs/common/SitePages/stuinfo21.aspx 掲載の

対面授業実施科目一覧を確認のこと） 

 

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人文科学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、大学等との対話を通じて、それぞれの立場や視点、背景等を理解・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発見し、改善を図るための方法論（近隣連帯の仕組みづくり）を歴史・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。 

 

This course aims to the following: 

(1) Understand and become capable of explaining the regional features of Ikebukuro, the status and issues concerning multi-

cultural coexistence from humanities perspective.  

 

(2) Understand and become capable of explaining where the student’s social interest meets the issues concerning multi-cultural 

coexistence in Ikebukuro.  

 

(3) Through communication with local residents, foreign residents, municipality, and university, etc., understand and respect the 

positioning, perspective, and background of each stakeholder, build own view, and become capable of explaining the view.  

 

(4) Identify various local issues concerning multi-cultural coexistence, and prepare a proactive and specific methodology for 

improvement (creation of a structure for neighborhood solidarity) based on themes such as history, welfare, art and culture, 

etc., and become capable of explaining the expected effect. 

 

授業の内容（Course Contents） 

本授業では、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課題発見および改善

のための仕掛け・仕組みづくりの過程に取り組む。2020 年度は、履修者を 3 つのテーマ・グループ（歴史・記憶班、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、身近な生活課題を発見・改善する近隣連帯の仕組みにつ

ながるアプローチを、フィールド活動として近隣関係者のインタビューを通じて考える。 

 

With help from local stakeholders and experts, students will learn the history, current status, and issues surrounding the 

creation of multi-cultural coexistence in the local community of Ikebukuro, the center of Toshima-ku, which is promoting 

international urban planning, and engage in identification of issues and creation of a framework/structure for improvement 

through collaboration with the residents. For AY2020, students will be divided into three theme groups (history/memory group, 

next-generation/child-rearing group, arts and culture group) to devise an approach that will lead to opportunities for exchange 

that contributes to the multi-cultural coexistence in Ikebukuro and a structure for neighborhood solidarity to identify/improve 

basic living issues based on interviews conducted with neighborhood stakeholders as field work. 

 

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 
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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：グループ別発表 

14. 事後学習③：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） 

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－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)） 

「事前説明会」は 8 月下旬～9月上旬に Web配信で行う予定です。履修を希望する場合は必ず視聴してください。 

「事前説明会」の詳細な日程は、R-Guide、「立教時間」のお知らせ、SPIRIT Gmail、RSLセンターHP、RSLセンター公式 Twitter

等でお知らせします。 

R Guide→https://spirit.rikkyo.ac.jp/academic_affairs/SiteAssets/yoko/file/zenkari/2020/sogo/rsl.pdf 

RSLセンターHP→https://spirit.rikkyo.ac.jp/rsl/SitePages/index.aspx 

RSLセンターTwitter→https://twitter.com/rikkyo_rsl 

 

【重要】（9 月 11 日 更新） 

・授業は「事前・事後学習」（池袋キャンパス及び Zoomによる遠隔授業）＋「学外活動」（Zoom を使用したインタビュー活動）で行

われる。 

インタビュー活動は原則、事前・事後学習と同様に金曜日の 3限を予定している。そのため、秋学期金曜日 3 限に他の科目を登

録しないこと。詳細は初回の池袋キャンパスでの授業時（対面授業）に説明する。 

① 事前学習：4 回（うち 3 回は対面授業、1 回は Zoomによる遠隔授業を予定） 

② 学外活動：グループに分かれてオンラインによるインタビュー活動（１グループ 3 人のインタビュー者を予定。一人のイ

ンタビュー者につき、3 回のインタビューを実施する予定。その他、インタビュー記録等の作成をする） 

③ 事後学習：3 回（対面授業） 

・新型コロナウイルスの影響により池袋キャンパスでの事前・事後学習が実施できない場合は、Zoomによる遠隔授業に切替て

実施する予定である。詳細は第 1 回の授業で説明する。 

・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。 

 

 

【6 月 26 日 シラバス変更】以下、変更前 

・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 26 日（金）12:35～13:15 新座キャンパス 2 号館 N232 教室 

7 月 3 日（金）12:35～13:15 池袋キャンパス 5 号館 5223 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 金曜日 13:25～15:05 池袋キャンパス 5 号館 5209 教室（初回授業日 9 月 25 日（金）） 

②学外活動：7 回程度 詳細は、授業時に指示をします。 

③事後学習：後半 3 回 金曜日 13:25～15:05 

※秋学期金曜日 3 限に他の科目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、旅行代理店経由で行う。 
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・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。  

・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 15 名  

 

対面授業（詳細は

https://spirit.rikkyo.ac.jp/academic_affairs/common/SitePages/stuinfo21.aspx 掲載の

対面授業実施科目一覧を確認のこと） 

 

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。 

 

Students will learn the structures of modern society from experiences in farming villages with rapidly aging populations. They 

will raise questions over the relationship between human and nature, as well as fundamental richness, leading to their 

considerations about how to achieve a sustainable society. 

 

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。雪掘りのほか、地元の超小規模小学校訪問や、ディスカッション、家庭訪問、雪と触れ合う活動を予

定している。 

 

Field works in the heavy snowfall region (Tochikubo Minamiuonuma-shi, Niigata Prefecture). Students will understand what a life 

in snowy regions is like through communications with local residents and activities such as snow removal "Yuki-hori". Students 

will participate in local lives, traditional knowledge, and regional cultures. They will think about their roles as citizens in a society, 

meanings of a community, richness and coexistence of human and nature. Other than snow removal, students are also 

scheduled to visit local ultra-small schools, have discussions, visit families, and participate in other snow activities. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. フィールドワーク全体に関するオリエンテーション 

2. 栃窪集落について講義｡ 現状と課題 

3. 集落の観察 

4. 安全に道具を使い、活動できるよう、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. 栃窪小学校訪問、小学生と交流 

9. 雪掘り 2｡ 特に高齢者単独世帯の支援 

10. 雪掘り 3｡ 集落センターや公道、消防施設周辺の雪片付け 

11. 和かんじきで雪上ハイキング｡ 雪を知り､ 雪を楽しむ 

12. 少人数に分かれて､ 民家にて茶話インタビュー 

13. ディスカッション 

14. 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、事前学習会で資料を配布する。実習に向けての読書課題のほか、実習後のレポート課題には独自に

文献を探して学習する必要がある。 

 

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） 
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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、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)） 

「事前説明会」は 8 月下旬～9月上旬に Web配信で行う予定です。履修を希望する場合は必ず視聴してください。 

「事前説明会」の詳細な日程は、R-Guide、「立教時間」のお知らせ、SPIRIT Gmail、RSLセンターHP、RSLセンター公式 Twitter

等でお知らせします。 

R Guide→https://spirit.rikkyo.ac.jp/academic_affairs/SiteAssets/yoko/file/zenkari/2022/sogo/rsl.pdf 

RSLセンターHP→https://spirit.rikkyo.ac.jp/rsl/SitePages/index.aspx 

RSLセンターTwitter→https://twitter.com/rikkyo_rsl 

 

【8 月 28 日 シラバス変更】以下、追記 

【重要】履修登録前に学外活動参加について自身の責任で保護者の同意を得ること。履修申込をした時点で学外活動参加につ

いて保護者の同意を得ているものとみなす。 

・抽選登録の結果、履修が確定した者は、10 月 16 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」（遠隔授業）＋「学外活動」（日帰り実習及び遠隔授業の組み合わせで実施）で行われ、全日程に参加

しなければならない。 

・今年度は新型コロナウイルス感染症対策のため、現地活動は日帰りで実施し、宿泊はしない。 

①事前学習：2020 年 12 月 12日（土）13：30〜17：30 Zoomによる遠隔授業を予定 

②学外活動（フィールドワーク）：2021 年 2 月 7 日（日）〜10 日（水）※うち 1 日は日帰りで新潟県南魚沼市を訪問 残り 3 日は遠

隔授業を予定 

③事後学習（予定）：2021 年 2月 24 日（水）13：00〜16：00 Zoomによる遠隔授業を予定 

・履修登録者（参加者）は、学外活動にかかる参加費として 5,000 円程度（保険料を含む）が必要となる。 

履修登録完了後、参加費納入等の学外活動 （フィールドワーク）に関する手続きについては別途案内をする。 

また、参加費とは別に活動地までの往復交通費（集合地：JR 越後湯沢駅）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場合がある。 

・新型コロナウイルス等の影響で南魚沼市への訪問を中止する場合がある。その場合は、学外実習にかわって自宅でできる実

習課題を提示する。 

・健康診断は Web問診（健康調査）を受診しておくこと。 

 

【6 月 26 日 シラバス変更】以下、変更前 

 

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必ずＲＳＬセン

ターに申し出てください。 

 ＜事前説明会＞ 

  6月 25 日(木) 12:35〜13:15 新座キャンパス 2 号館 N232教室 

  7 月  2 日(木) 12:35〜13:15 池袋キャンパス 5 号館 5223教室 

・抽選登録の結果、履修が確定した者は、10 月 16 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：2020 年 12 月 12日（土）13：30〜17：30 池袋キャンパス 5 号館 5209 教室 

②学外活動（フィールドワーク）：2021 年 2 月 7 日（日）〜10 日（水）新潟県南魚沼市 

③事後学習（予定）：2021 年 2月 24 日（水）13：00〜16：00 池袋キャンパス 5 号館 5209 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 25,000 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、学外活動 （フィールドワーク）に関する手続きについては、旅行代理店経由で行う。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。  

・当該年度の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。 
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注意事項（Notice） 

本科目は、インターンシップや学外活動等の実践的な学びを中心に構成する授業である。 
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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） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

2012～2015 年度 1 年次入学者対象科目  定員 15 名  

 

 

対面授業（詳細は

https://spirit.rikkyo.ac.jp/academic_affairs/common/SitePages/stuinfo21.aspx 掲載の

対面授業実施科目一覧を確認のこと） 

 

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。 

 

Students will learn the structures of modern society from experiences in farming villages with rapidly aging populations. They 

will raise questions over the relationship between human and nature, as well as fundamental richness, leading to their 

considerations about how to achieve a sustainable society. 

 

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。雪掘りのほか、地元の超小規模小学校訪問や、ディスカッション、家庭訪問、雪と触れ合う活動を予

定している。 

 

Field works in the heavy snowfall region (Tochikubo Minamiuonuma-shi, Niigata Prefecture). Students will understand what a life 

in snowy regions is like through communications with local residents and activities such as snow removal "Yuki-hori". Students 

will participate in local lives, traditional knowledge, and regional cultures. They will think about their roles as citizens in a society, 

meanings of a community, richness and coexistence of human and nature. Other than snow removal, students are also 

scheduled to visit local ultra-small schools, have discussions, visit families, and participate in other snow activities. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. フィールドワーク全体に関するオリエンテーション 

2. 栃窪集落について講義｡ 現状と課題 

3. 集落の観察 

4. 安全に道具を使い、活動できるよう、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. 栃窪小学校訪問、小学生と交流 

9. 雪掘り 2｡ 特に高齢者単独世帯の支援 

10. 雪掘り 3｡ 集落センターや公道、消防施設周辺の雪片付け 

11. 和かんじきで雪上ハイキング｡ 雪を知り､ 雪を楽しむ 

12. 少人数に分かれて､ 民家にて茶話インタビュー 

13. ディスカッション 

14. 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、事前学習会で資料を配布する。実習に向けての読書課題のほか、実習後のレポート課題には独自に

文献を探して学習する必要がある。 

 

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%) 
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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、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)） 

「事前説明会」は 8 月下旬～9月上旬に Web配信で行う予定です。履修を希望する場合は必ず視聴してください。 

「事前説明会」の詳細な日程は、R-Guide、「立教時間」のお知らせ、SPIRIT Gmail、RSLセンターHP、RSLセンター公式 Twitter

等でお知らせします。 

R Guide→https://spirit.rikkyo.ac.jp/academic_affairs/SiteAssets/yoko/file/zenkari/2022/sogo/rsl.pdf 

RSLセンターHP→https://spirit.rikkyo.ac.jp/rsl/SitePages/index.aspx 

RSLセンターTwitter→https://twitter.com/rikkyo_rsl 

 

【8 月 28 日 シラバス変更】以下、追記 

【重要】履修登録前に学外活動参加について自身の責任で保護者の同意を得ること。履修申込をした時点で学外活動参加につ

いて保護者の同意を得ているものとみなす。 

・抽選登録の結果、履修が確定した者は、10 月 16 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」（遠隔授業）＋「学外活動」（日帰り実習及び遠隔授業の組み合わせで実施）で行われ、全日程に参加

しなければならない。 

・今年度は新型コロナウイルス感染症対策のため、現地活動は日帰りで実施し、宿泊はしない。 

①事前学習：2020 年 12 月 12日（土）13：30〜17：30 Zoomによる遠隔授業を予定 

②学外活動（フィールドワーク）：2021 年 2 月 7 日（日）〜10 日（水）※うち 1 日は日帰りで新潟県南魚沼市を訪問 残り 3 日は遠

隔授業を予定 

③事後学習（予定）：2021 年 2月 24 日（水）13：00〜16：00 Zoomによる遠隔授業を予定 

・履修登録者（参加者）は、学外活動にかかる参加費として 5,000 円程度（保険料を含む）が必要となる。 

履修登録完了後、参加費納入等の学外活動 （フィールドワーク）に関する手続きについては別途案内をする。 

また、参加費とは別に活動地までの往復交通費（集合地：JR 越後湯沢駅）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場合がある。 

・新型コロナウイルス等の影響で南魚沼市への訪問を中止する場合がある。その場合は、学外実習にかわって自宅でできる実

習課題を提示する。 

・健康診断は Web問診（健康調査）を受診しておくこと。 

 

【6 月 26 日 シラバス変更】以下、変更前 

 

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必ずＲＳＬセン

ターに申し出てください。 

 ＜事前説明会＞ 

  6月 25 日(木) 12:35〜13:15 新座キャンパス 2 号館 N232教室 

  7 月  2 日(木) 12:35〜13:15 池袋キャンパス 5 号館 5223教室 

・抽選登録の結果、履修が確定した者は、10 月 16 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：2020 年 12 月 12日（土）13：30〜17：30 池袋キャンパス 5 号館 5209 教室 

②学外活動（フィールドワーク）：2021 年 2 月 7 日（日）〜10 日（水）新潟県南魚沼市 

③事後学習（予定）：2021 年 2月 24 日（水）13：00〜16：00 池袋キャンパス 5 号館 5209 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 25,000 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、学外活動 （フィールドワーク）に関する手続きについては、旅行代理店経由で行う。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。  

・当該年度の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。 
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注意事項（Notice） 



 

 

 

 

 


