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科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

DD238／環境と文化 

(Environment and Culture) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
なぜ文化の視点から「環境問題」を捉えなければならないのか 

担当者名 

（Instructor） 
二宮 咲子(NINOMIYA SAKIKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CCS3310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「環境問題」に対する専門家の見解やニュース・新聞等の報道を鵜呑みにせず、自分自身の頭と心と体で「何が問題なのか」を考

えることができる。 

 

「なぜ文化の視点から『環境問題』を捉えなければならないのか」という問いに対して、環境社会学及びその関連領域の重要な用

語や鍵となる概念及び研究成果を理解したうえで、自分自身の言葉で応答することができる。 

 

Consider what the problems are with your own mind, heart and action. 

Criticize the opinions of experts or news reports on environmental issues. 

Understand the basic concepts and important research findings in environmental sociology and related fields. 

Be able to answer in your own words the question, "Why do we need to consider 'environmental issues' from a cultural 

perspective?" 

 

授業の内容（Course Contents） 

「環境問題」に対する専門家の見解やニュース・新聞等の報道を鵜呑みにせず、自分自身の頭と心と体で「何が問題なのか」を考

えるためには、文化の視点から「環境問題」を捉える視座を身につけることが肝要である。 

 

本授業では、「なぜ文化の視点から『環境問題』を捉えなければならないのか」という問いに対して、「環境問題」の現場から応答

してきた環境社会学及びその関連領域における重要な用語や鍵となる概念及び研究成果を解説する。 

 

講師自身が「環境問題」の現場でおこなったフィールドワークに基づくオリジナル教材をプロジェクターで映写（又は Zoomで画面

共有）しながら、受講学生にも意見を求める対話型の授業である。 

 

In order to be able to think about "environmental problems" with one's own mind, heart, and body, instead of relying on the 

opinions of experts and news reports on "environmental problems," it is essential to acquire a perspective on "environmental 

problems" from a cultural perspective. 

In this class, important research results in environmental sociology and related fields will be introduced and explained to answer 

the question, "Why should we view 'environmental problems' from a cultural perspective?" 

This is an interactive class where the lecturer prepares original teaching materials based on fieldwork in "environmental issues" 

and asks the students for their opinions while projecting the materials on a projector (or sharing the screen via Zoom). 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 9/26 オリエンテーション 

担当講師の紹介、授業の目標、授業の内容、授業計画、予習・復習、成績評価について説明する。 

2. 10/3 「環境問題」の現場から考える：釧路湿原流域の特別天然記念物タンチョウの保護 

3. 10/10 「環境問題」の「問題化の過程」：環境の科学的評価と規制基準型の環境政策 

4. 10/17 「問題化の過程」に潜む人間と自然の二項対立図式とその来歴 

5. 10/24 何が問題なのか：中間レポートにむけて（Zoom を用いたオンライン授業・ゲストスピーカー予定） 

6. 10/31 中間レポートの講評と前半の授業のまとめ（Zoom を用いたオンライン授業予定） 

7. 11/14 再び「環境問題」の現場から考える：釧路湿原流域の特定外来生物ウチダザリガニの防除 

8. 11/21 「環境問題」の現場から応答する：人間と自然とのかかわりという視座 

9. 11/28 「生物多様性の確保」という環境政策の理念の現状・課題・可能性 

10. 12/5 生態的多様性と文化的多様性が支える「生態系サービス」 

11. 12/12 身近な公園から自然と共に生きる地域をデザインする：神奈川県立相模三川公園 

12. 12/19 身近な農園から自然と共に生きる暮らしをデザインする：Chigasaki Organic Farm 

13. 1/16 なぜ文化の視点から「環境問題」を捉えなければならないのか：最終レポートにむけて（Zoomを用いたオンライン授

業・ゲストスピーカー予定） 

14. 1/23 最終レポートの講評と後半の授業のまとめ（Zoom を用いたオンライン授業予定） 



 

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

予習：各授業回のテーマについてインターネット情報調査をおこない、基本的な用語や概念の意味・定義について調べ、ノートに

まとめておく。 

 

復習：レポート課題についてインターネット情報調査、文献資料調査、聞き取り調査等をおこない、指定された期日までに提出で

きるように計画的に取り組む。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

ミニレポート(40%)/中間レポート(20%)/最終レポート(Final Report)(40%) 

ミニレポートは毎回の授業時間内に出題・実施・提出する。次回の授業時間内にフィードバックする。 中間レポートは第５回の授

業週の金曜日 24 時を提出締切とする。優秀レポートの講評を第６回授業時間内に実施する。 最終レポートは第１３回の授業週

の金曜日 24 時を提出締切とする。優秀レポートの講評を第１４回授業時間内に実施する。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 鬼頭秀一、1996、『自然保護を問いなおす―環境倫理とネットワーク』、筑摩書房 (ISBN:4480056688) 

2. 鬼頭秀一・福永真弓（編）、2009、『環境倫理学』、東京大学出版会 (ISBN:4130623117) 

3. 宮内泰介（編）、2013、『なぜ環境保全はうまくいかないのか―現場から考える「順応的ガバナンス」の可能性』、新泉社 

(ISBN:4787713018) 

4. ヴィクター・パパネック (著), 阿部公正 (翻訳)、2020（復刊）、『生きのびるためのデザイン』、晶文社 (ISBN:4794971850) 

5. 上平崇仁、2020、『コ・デザインーデザインすることをみんなの手に』、NTT出版 (ISBN:4757123847) 

授業時間内に担当講師が執筆した文献等の情報を示す。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

環境省ホームページ「自然環境・生物多様性」http://www.env.go.jp/nature/ 

 

映像：戦後史証言プロジェクト 日本人は何をめざしてきたのか ２０１３年度「地方から見た戦後」 

第３回 釧路湿原・鶴居村 開拓の村から国立公園へ 

https://www2.nhk.or.jp/archives/shogenarchives/postwar/bangumi/movie.cgi?das_id=D0001820006_00000 

 

注意事項（Notice） 

 


