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科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 
抽選登録／Lecture & Discussion on Culture C 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
社会人類学(Social Anthropology) 

担当者名 

（Instructor） 
小村 明子(KOMURA AKIKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
SOX3231 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
人数制限科目（20 名） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

The final goals of this course are the acquisition of academic knowledge of Social Anthropology and of active English skills 

through reading text-included articles, listening, discussion and assigned presentations in English. 

 

(テキストを使用して英語のリーディングとリスニング、英語による学生のプレゼンテーションおよびディスカッション、最終発表を課

すことによって、英語での学識およびアクティブな英語力を習得することが最終目標である。) 

 

授業の内容（Course Contents） 

In this course students engage themselves in text-based readings, study about various intercultural and social issues from the 

point of view of Social Anthropology and discuss the issues in English in class. Focusing on each of the issues found in the 

Course Schedule, the teacher instructs the students to read the designated chapter/article in the textbook and to watch 

YouTube or Ted Talks videos in preparation for class discussion. The teacher also gives a lecture from time to time. Reading 

the designated article and writing a short report are the basic homework assignments of each class. Students also research 

about their own topic, make a final presentation and submit a final report. 

 

(この授業では、テキストを使ったリーディングをし、社会人類学の視点から異文化や社会問題について学び、英語で各問題につ

いて学生がディスカッションする。授業では、授業計画に記載したテーマについて、テキストリーディング、動画鑑賞（講義の回も

あり）および学生によるディスカッションを行う。リーディング・アサインメントおよび小レポートを各回の宿題として課す。また学生

は各自テーマを決めて研究し、最終発表を行ってレポートを提出する。) 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Orientation/Introduction（オリエンテーション／イントロダクション） 

2. 3.11 Great East Japan Earthquake（震災の傷跡） 

3. Life with animals（動物と共生） 

4. Immigration（移民と帰属意識） 

5. Special lecture 1 : Islam (特別講義１：イスラームについて） 

6. Islam and women's education（イスラームと女性の教育） 

7. Gender and LGBT（ジェンダーと LGBT) 

8. Gun control and crime（銃と社会） 

9. Problems of SNS, Internet（インターネット環境と情報社会） 

10. Today's Japanese family（現代日本の家族） 

11. Environmental issues（環境問題） 

12. Voodoo, slavery and Haiti's history（奴隷制という歴史：ハイチにおけるゾンビについての歴史） 

13. Special Lecture 2 : Diversity in the U.K. （特別講義２：イギリスの多様性について） 

14. Final presentations（最終発表）＋ Final report due (最終リポート締切） 

 

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

Students are required to read the assigned articles in preparation for the class discussion and submit a short report. They are 

also encouraged to work little by little on their own research to prepare a final report.(学生は事前にテーマについてのリーディ

ング教材を読み、ディスカッションの準備を行うこと。また小レポートを提出すること。最終レポートを提出するために、少しずつ調

べていくこと。) 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度(Class Participation)(30%)/最終レポート(Final Report)(20%)/最終発表(Final Presentation)(20%)/ディスカッション

参加（Participation to the class discussion)(15%)/リーディング・アサインメント(Reading assignments)＋小レポート(Short 

Reports)(15%) 

 

テキスト（Textbooks） 



1. Bruce Allen, Nobuo Ichioka (eds.). 2020. Different Perspectives : Understanding Current World Issues. Kinseido 

(ISBN:9784764739802) 

Extra reading materials will be provided as needed. 

(他に、リーディング教材を配布する予定である。) 

 

参考文献（Readings） 

To be mentioned as needed.（必要に応じて適宜指示する。） 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 


