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授業の目標（Course Objectives） 

地域医療・地域包括ケアの視点から、「人間にとっての生と死」を多角的に捉え、考察できる。 

 

To view and examine "life and death for humans" from multiple perspectives from the perspective of community medicine and 

comprehensive community care. 

 

授業の内容（Course Contents） 

「持続可能な開発目標」に関わる授業の一つである本クラスでは、「人間にとっての生と死」をテーマに授業を行う。持続可能な開

発という概念には、今の世代と将来の世代の関係性が関わるが、世代とは、ある意味ひとりひとりの「生」と「死」を経験しながら

受け継がれる何かにも関わるものでもある。また「人間にとっての生と死」の視点は、「開発(development)」の意味を、豊かで広が

りのあるものにする視点でもある。この授業では、地域医療・地域包括ケアという医療・医学・看護学の視点と、教育学・哲学の視

点を交えて、「人間にとっての生と死」を考察していく。 

 

In this class, which is one of the classes related to the Sustainable Development Goals, we will focus on the theme of "life and 

death for human beings". The concept of sustainable development involves the relationship between the current and future 

generations, and in a sense, each generation is related to something that is passed down through the experience of life and 

death. The perspective of "life and death for human beings" is also a perspective that enriches and broadens the meaning of 

"development". In this class, we will examine "life and death for human beings" from the perspectives of community medicine 

and comprehensive community care in medicine and nursing, as well as from the perspectives of pedagogy and philosophy. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 序論：持続・開発を再考する Introduction: Rethinking Sustainability and Development 

2. 「私」にとっての生と死１：生と死は「誰のものか」Life and Death for "Me" 1: Whose are Life and Death? 

3. 「私」にとっての生と死２：哲学の意味 Life and Death for "Me" 2: The Meaning of Philosophy 

4. 「私」にとっての生と死 3：賢さと癒し Life and Death for Me 3: Wisdom and Healing 

5. 「家族」にとっての生と死１：ライフイベント論 Life and Death for the Family 1: Life Event Theory 

6. 「家族」にとっての生と死 2：機能不全家族 Life and Death for the Family 2: The Dysfunctional Family 

7. 「家族」にとっての生と死 3：家族の再生 Life and Death for the Family 3: Rebuilding the Family 

8. 「地域」にとっての生と死１：地域医療と地域包括ケア Life and Death in the Community 1: Community Medicine and 

Comprehensive Care 

9. 「地域」にとっての生と死２：生きがいとは何か Life and death in the community 2: "Ikigai", the Meaning of Life? 

10. 「地域」にとっての生と死 3：生きがいと地域包括ケア Life and death in the community 3: Ikigai and comprehensive 

community care 

11. 「社会」にとっての生と死１：刑務所での経験 Life and Death for "Society" 1: Experience in Prison 

12. 「社会」にとっての生と死２：心の傷と回復 Life and Death for "Society" 2: Psychological Trauma and Recovery 

13. 「社会」にとっての生と死 3：社会で生きるとは Life and Death for "Society" 3: What it means to live in society 

14. 「私という人生」の考察と SDGs Reflections on My Life and the SDGs 

 

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

この授業は、「英語に関連する科目」ですので、テーマに関連した英語の文献、論文を指示します。予習・復習にあたっては、これ

らの文献や論文を読んでいただくことをお願いします。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(50%)/平常点（小レポート）(複数回)(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業の進行に沿って指示します。 

 



参考文献（Readings） 

1. Stillion & Attig. 2014. Death, Dying, and Bereavement: Contemporary Perspectives, Institutions, and Practices. Springer 

Publishing Company; (ISBN:978-0826171412) 

2. 神谷美恵子、2004、『生きがいについて』、みすず書房 (ISBN:978-4622081814) 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

この科目は「英語に関連する科目」です。使用言語は英語ではありませんが英語のテキストやデータベースを用いて授業を行う

バイリンガルの設定となっています。使用する資料等については下記の「テキスト」「参考文献」の欄で確認してください。 

 

注意事項（Notice） 

 


