
■EX682 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX682／法政外国語演習＜英語＞ 

(Seminar on Law and Politics(English)) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
現代世界と宗教 

担当者名 

（Instructor） 
澤田 初美(SAWADA HATSUMI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX2910 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
その他登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

(1)世界の主な宗教、およびこれらの宗教に関連して現代世界が直面している課題について、基礎的な知識を得ること 

(2) ノートの取り方やプレゼンテーション能力といったアカデミック・スキルを向上させ、主体的に学習する姿勢を身につけること 

(3) 英語力の向上 

 

(1) To acquire the basic knowledge about the world's major religions, as well as modern global issues related to them 

(2) To improve academic skills, such as note-taking and presentation skills, and independent learning attitudes 

(3) To improve English language skills 

 

授業の内容（Course Contents） 

使用言語 

 この演習は、日本語および「簡単な」英語の二ヶ国語で行います。ノート作成やプレゼンテーションはできるだけ英語で行うよう

推奨されますが、必要に応じて日本語を使うことは常に許可されますので、語学力に自信のない学生もあまり心配する必要はあ

りません。ディスカッションは、基本的に日本語で行います。 

 

アクティブラーニング 

このコースでは、学生主体のいわゆるアクティブラーニング方式を採用します。講師が講義を行うことはほとんどなく、学生自身

が、それぞれの研究テーマについて学んだことをお互いに説明しあいます。授業中には、（1）個人ワーク、（2）ペアワーク、（3）グ

ループワークが課されます。 

 

授業中に行う課題と作業 

ワークシート、個人またはペアでのマインドマップ作成、ジグソー法、フリップチャートの作成、ミニプレゼンテーションなど。 

 

リサーチ資料 

講師が授業中に、またはオンライン上で参考資料一覧を提示します。学生はその中から自分の興味に合わせて資料を選ぶこと

も、自分自身で資料を用意することもできます。 

 

Languages: 

The course is conducted bilingually in Japanese and simple English. You are encouraged to take notes and give presentations in 

English, but are always allowed to use Japanese if necessary, so if you are not confident with your language skills, you do not 

need to worry or hesitate. During discussion sessions, you will speak mostly in Japanese. 

 

Active learning: 

We will use the so-called student-centered active learning method in the course. The instructor rarely gives lectures; You are 

the ones who explain what you have learned about your research topics. In each class, you will be assigned (1) independent 

works, (2) pair works, and (3) group works. 

 

In-class tasks and assignments: 

Worksheets, mind-mapping individually or in pairs, mutual teaching through the jigsaw method, creating flip-charts, giving mini-

presentations, and so on. 

 

Research materials: 

The instructor will present you with a list of research materials in class and online. You can choose materials from the list 

according to your interests, or find materials on your own. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス／ジグソー法を用いたグループワーク（１） 

2. ジグソー法を用いたグループワーク（２） 



3. ジグソー法を用いたグループワーク（３）／リサーチトピックの設定（※） 

※履修者は以下のうち一つの分野を選び、自分の関心に応じて具体的なリサーチトピックを設定する。 

1. ユダヤ教    

2. キリスト教   

3. イスラーム   

4. 仏教      

5. ヒンドゥー教 

6.その他 

4. 個人リサーチ・第一サイクル：ノートテイキング（１） 

5. 個人リサーチ・第一サイクル：ノートテイキング（２） 

6. 個人リサーチ・第一サイクル：ノートテイキング（３） 

7. 個人リサーチ・第一サイクル：ノートテイキング（４） 

8. 個人リサーチ・第一サイクル：プレゼンテーション 

9. ジグソー法を用いたグループワーク／新しいリサーチトピックの設定 

10. 個人リサーチ・第二サイクル：ノートテイキング（１） 

11. 個人リサーチ・第二サイクル：ノートテイキング（２） 

12. 個人リサーチ・第二サイクル：ノートテイキング（３） 

13. 個人リサーチ・第二サイクル：ノートテイキング（４） 

14. 個人リサーチ・第二サイクル：プレゼンテーション 

 

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

・担当するテキストの精読。 

・授業中に与えられた課題が終わらなかった場合、翌週までに完成させておく。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への積極的参加(30%)/プレゼンテーション(40%)/提出物(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

立教大学図書館のウェブサイトから利用できるオンライン資料を適宜提示する。また、Google Drive 上で資料を配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. Meredith, Susan, et al.. 2010. The Usborne Encyclopedia of World Religions: Internet-linked. Usborne (ISBN:978-1409510116) 

2. キュング、ハンス、2004、『世界諸宗教の道――その跡を求めて（DVD 全７巻)』、丸善 

3. 井上順孝（編）、2012、『世界宗教百科事典』、丸善 (ISBN:978-4621085776) 

4. Smith, Huston. 2009. The World's Religions (Plus). HarperOne (ISBN:978-0061660184) 

5. 2000. Merriam-Webster's Encyclopedia of World Religions. Merriam-Webster (ISBN:978-0877790440) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

＜履修者の選考について＞ 

 

採用人数： ２０人まで 

配当年次： ２－４年 

 

選考方法： 以下の内容を A4 用紙１枚以内に記入。 

 （１）氏名、所属、学年、学籍番号 

 （２）最新の TOEIC スコア 

 （３）以下の３つの問いに対する回答（日本語または英語で記入） 

 

Q1. 以下のうちあなたが最も興味を惹かれるトピックは何ですか？ (Which of the following topics are you most interested in?) 

 １．ユダヤ教 (Judaism) 

 ２．キリスト教 (Christianity) 

 ３．イスラーム (Islam) 

 4. 仏教 (Buddhism)  

 5. ヒンドゥー教 (Hinduism)  

 6. 上記以外 (Other than the above) 

 

Q.2 そのトピックについてあなたが既に知っていることは何ですか？ What do you already know about the topic? 

 

Q.3 そのトピックについて、あなたは特に何を知りたいですか？  What exactly do you want to know about the topic? 

 

注意事項（Notice） 

 


